
平成２５年度の主な研究成果 

資料２－１０  

独立行政法人 
産業技術総合研究所 

平成２６年６月３日 



1 

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 

・電圧誘起劣化の機構を解明可能なデータを得るとともに、そ
のことに基づき、複数の解決策を提案、実証した。長年の懸案
である加速試験と屋外曝露の相関を明確化できる可能性のあ
る指標を得た。さらに、太陽電池モジュール部材の改良により、
極めて高い信頼性を有する薄膜太陽電池の開発に成功した。 

太陽光発電研究工学研究センター 

中期計画【別表1】I- 1-(1)-② 

整理番号0000002-100 

 

２ 化合物薄膜太陽電池の高効
率化 

・CIGSサブモジュールでは達成時点での世界最高効率である
18.3%を達成した。また、CGS小面積セルにおいて世界最高効
率である11.0%を、CZTSSe小面積セルでは達成時点で世界最
高レベルの11.9%を達成した。 

太陽光発電研究工学研究センター 

中期計画【別表1】I- 1-(1)-③ 

整理番号0000003-100 

 

３ バイオマスからの液体燃料
製造及び利用技術の開発 

・エネルギーキャリアおよび再生可能エネルギー貯蔵・輸
送技術に関し、福島再生可能エネルギー研究所におけるよ
り大規模での実証研究体制を構築した。 

エネルギー技術研究部門 

中期計画【別表1】I- 1-(2)-① 

整理番号0000006-100 

 

４ 次世代型太陽光エネルギー
利用技術 

・産総研独自の新規なルテニウム錯体色素と有機色素の混合吸
着により11%以上の太陽エネルギー変換効率を実現した。公認
最高値(11.9%)を超えてはいないが、その効率を超える可能性の
ある色素系および吸着手法と考えられる。 

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0000011-100 

 

５ 超高耐電圧16 kV炭化ケイ素
(SiC)パワー半導体新型トラン
ジスタの開発 

・超高耐圧の応用に適したバイポーラ素子として、16.5kV-30Aの
フリップタイプn-ch IGBTを世界に先駆けて開発した。そして、PIN
ダイオードとともにIGBTを3並列に配置したモジュールによる
5kV-60Aのスイッチング試験に成功した。 

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 

平成２５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 

 

 
 
Liイオン電池高容量酸化物正極
の開発 
 
 

・リチウムイオン電池用高容量正極材料であるLi2MnO3のマンガ
ンを一部鉄ならびに特定の元素で置換した酸化物で、放電容量
250mAh/gの高容量を達成した。共同研究先の企業で試作した
実用セルは271Wh/kgの高エネルギー密度を実証した 

ユビキタスエネルギー研究部門 

中期計画【別表1】I- ２-(1)-① 

整理番号0000016-100 

 

７ 

エネルギーマネジメントシス
テムのための技術開発 

・ダイヤモンドの負性電子親和力を利用し、世界で初めて10kV超
高耐圧固体素子真空パワースイッチの原理実証を行った。この
成果は高く評価され、担当者が平成25年度「第27回独創性を拓
く・先端技術大賞」企業・産学部門フジサンケイビジネスアイ賞を
受賞した。 

エネルギー技術研究部門 

中期計画【別表1】Ⅰ-２-(2)-① 

整理番号0000029-100 

 

８ 

バイオマスを利用する材料及
びプロセス技術 

・わが国におけるセルロースナノファイバーの研究開発、
事業化、標準化を加速するために、企業、大学、公的研究
機関等が参画する「ナノセルロースフォーラム」を産総研
コンソとして設立することが認められた。 

バイオマスリファイナリー研究セ
ンター 

中期計画【別表1】Ⅰ-３-(1)-① 

整理番号0000058-774 

 

９ 

海洋メタンハイドレート資源に
対する減圧法の実証 

・産総研が開発した「減圧法」によって、海洋メタンハイドレート
資源から世界で初めて連続的に天然ガスが生産されることを
実証し、その有効性が検証された。これらの成果は、経済産業
省が新たに策定した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画
(2013.12)」に大きく反映された。 

メタンハイドレート研究センター 

中期計画【別表1】Ⅰ-３-(2)-① 

整理番号0000078-100 

 

１０ 

環境負荷物質の排出を極小化す
る触媒・反応技術 
 

・過酸化水素による高難度酸化技術を開発することで、エポキシ
化合物の高純度化を図り、高機能導電性接着剤の開発に繋げ
た。触媒化学融合研究センターを設立し、触媒・反応技術の研究
環境、体制を強化し、近未来型高機能化学品製造を実現する研
究開発体制を骨太化した。 

触媒化学融合研究センター 

中期計画【別表1】Ⅰ-５-(2)-① 

整理番号0000127-100 

環境・エネルギー分野 

平成２５年度の主な研究成果一覧（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 

 

11 

コンパクトな化学プロセスを実現
する技術 

・本研究では、炭酸水を反応場として利用する新規な反応場技
術を開発して機能性化学品を合成するプロセスに適用し、有機
溶媒を使用せずかつ従来法に比べて高い反応効率を達成した。
更に、本開発技術では蒸留工程や中和工程の削減による省エネ
ルギー化を可能とした。 

コンパクト化学システム研究セン
ター 

中期計画【別表1】I- ５-(2)-③ 

整理番号0000133-100 

 

12 

先端科学技術のイノベーションを
支える自主安全管理技術 
 

・カーボンナノチューブ(CNT)を取り扱う事業者などが自主安全管
理のために行う安全性試験や作業環境計測を支援するために、
「CNTの安全性試験のための試料調製と計測、および細胞を用
いたインビトロ試験の手順」と「CNTの作業環境計測の手引き」を
公開した。OECD工業ナノ材料作業部会で紹介するなど、国内外
への情報発信を積極的に行った。 

安全科学研究部門 

中期計画【別表1】Ⅰ-６-(3)-① 

整理番号0000165-100 
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従来より約100倍明るく、持続性
も高い発光酵素の合成 

・水質汚染物質の分析の基盤となる生物発光酵素として、従来
より約100倍の明るさと優れた発光持続性(半減期20分)を示す
世界最高性能の酵素を、遺伝子設計に基づき人為的に合成し
た。 

環境管理技術研究部門 

中期計画【別表1】Ⅰ-６-(6)-① 

整理番号0000173-100 

14 
地中熱システム利用に関する
評価手法の開発 

・クローズド型地中熱システムのポテンシャル評価を実施し、青
森県・津軽平野へ適用した。熱交換井モデルとGISモデル（地

理情報システム）を融合させることにより、観測井を持たない地
域でも地中熱ポテンシャル評価が可能になった。本手法は多く
の学協会で認められ、平成25年度日本地下水学会研究奨励賞
を受賞した。 

再生可能エネルギー研究センター 
中期計画【別表1】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 

環境・エネルギー分野 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 



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                          

【研究成果の概要】 
 電圧誘起劣化の機構を解明可能なデータを得るとともに、そ
のことに基づき、複数の解決策を提案、実証した。長年の懸案
である加速試験と屋外曝露の相関を明確化できる可能性のある
指標を得た。さらに、太陽電池モジュール部材の改良により、
極めて高い信頼性を有する薄膜太陽電池の開発に成功した。 

 

【平成２５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 
・市場で喫緊の課題となっている電圧誘起劣化の機構を明確化
し、当該劣化の解決に資する技術を開発する。長期にわたり屋
外曝露した太陽電池モジュールと加速試験を施したモジュール
において劣化現象を解析し、両者の差異を比較検討することで、
長期信頼性を担保可能な加速試験法を開発する。各種加速試験
で得られた部材の設計指針をもとに新規部材をモジュールに適
用し、長寿命モジュールの実用化に資する基盤技術を開発する。 
 

【開発技術の用途】 
・太陽電池モジュー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モジュールの実用化。 
・太陽電池モジュールの寿命を正確に判定可能な信頼性試験法

の実用化。 

図１  モジュール内酢酸残留量と曝露年
数の相関を明確化。 

図２  新規封止材により特性劣化が生じない 
薄膜シリコン太陽電池を開発。 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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化合物薄膜太陽電池の高効率化                      太陽光発電研究工学研究センター                          

【研究成果の概要】 
 CIGSサブモジュール、CGS小面積セルにおいて、達成時点で
の世界最高効率を、CZTSSeセルにおいては世界最高同等の効率
を達成した。これまでに蓄積したカルコゲナイド系薄膜太陽電
池のプロセス技術を結集して達成した成果である。 

 

【平成２５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図り、省
資源化、代替材料技術の開発にも取り組む。 
 

 

【開発技術の用途】 
・企業共同研究やNEDOプロジェクトを通して、研究成果を産業

界へ普及させている。 
・富士フイルム株式会社が開発しているフレキシブル太陽電池

の高性能化に、NEDOプロジェクトを通して貢献している。 

図１   世界最高効率（18.3%）を達成し
たCIGSサブモジュールのI-V特性。 

図２  世界最高同等の効率（11.9%）を達成した 
CZTS小面積セルのI-V特性 

平成２５年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野） 
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バイオマスからの液体燃料製造及び利用技術の開発           エネルギー技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
 エネルギーキャリアおよび再生可能エネルギー貯蔵・輸
送技術に関し、福島再生可能エネルギー研究所におけるよ
り大規模での実証研究体制を構築した。 
 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表1】 I- 1-(2)-①  バイオマスからの液体

燃料製造及び利用技術の開発 

・市場導入に必要な燃料品質等の国内外の標準化を行う。 

【開発技術の用途】 

・次世代バイオ燃料や、ジメチルエーテル(DME)燃料等のエ
ネルギーキャリアと成り得る各種合成液体燃料に関する
国内外標準化 

・エネルギーキャリアおよび再生可能エネルギー貯蔵・輸
送技術の実証研究へ 

 

(*) 130 deg.C of flashpoint is available instead of measuring methanol content    (**) Meet diesel oil specification
(1) Depending on requirement of each country 
(2) Applicable in the region where out-side temp. bellow 10oC in Winter (at cool condition)
(3) 4 ppm limit could be apply if the appropriate equipments and methods are available
(4) After blending to diesel fuel, it must meet diesel fuel specification of each country
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(1)再生可能エネルギー
ポテンシャル調査

(2)エネルギーキャリア技術
のコスト分析

(3)用途別の許容
コスト分析

(4)シナリオ検討、(5)CO2排出削減および長期的エネルギー需給への影響評価

図１ EAS-ERIA Biodiesel Fuel Standard (EEBS): 2013                           

図２ エネルギーキャリアトータルシステム導入シナリオ研究概要                          

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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次世代太陽光エネルギー利用技術                   エネルギー技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
 色素増感太陽電池の高性能化を目指し、多座配位子を利用して
光安定性の高い新規なルテニウム錯体色素を開発した。また、産
総研独自のルテニウム錯体色素と有機色素の混合吸着により世界
最高レベル（11.1%）の太陽エネルギー変換効率を実現した。公
認最高値(11.9%)を超えてはいないが、その効率を超える可能性
のある色素系および吸着手法と考えられる。さらに、電圧の向上
因子を計算化学により解明した。 
 

【平成２５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 
・色素増感太陽電池の高性能化と耐久性向上を目的として、増感
色素や半導体電極、電解質、対極、封止材、セル構造等の改良を
図る。色素増感太陽電池の早期実用化への貢献を目指し、新規色
素や半導体を３０種類以上開発し、データベース化する。 

 

【開発技術の用途】 

・弱い光でも電圧を維持する特性や、透明性やカラー・デザイン
性などの高い意匠性を生かしたユビキタス電源用途での実用化 

・軽量性やフレキシブル性、意匠性を利用した高付加価値化太陽
電池製品（建材や窓材等）への展開 

・斜めからの光や拡散光などの弱い光でも発電する特性を生かし
北面の屋根や壁面で利用する太陽電池発電事業への展開 

図２ ルテニウム錯体色素（FT89）と有機色素
（MK-111）の混合吸着で世界最高レベルの太陽
エネルギー変換効率(η)を達成                           

図１ 光安定性の高いルテニウム錯体色素を開発                           
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平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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【研究成果の概要】 

  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。 
*5 mm角のSiC-IGBTチップで耐電圧16 kV、30 A動作、 
オン抵抗20.7 mΩcm2 

 
さらに、PINダイオードとともにIGBTを3並列に配置したモジュー

ルによる5 kV-60 Aのスイッチング試験にも成功した。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：1-(3)-② 電力変換エレクトロニクス技術の開発 
・13kV-20A級のSiC-IGBTを実現する。  
 
【開発技術の用途】 
・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。 図２ 上記IGBTチップを用いた耐圧試験データ 

超高耐電圧16 kV炭化ケイ素(SiC)パワー半導体新型トランジスタの開発 
 先進パワーエレクトロニクス研究センター 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 



Liイオン電池高容量酸化物正極の開発                    ユビキタスエネルギー研究部門                          

【研究成果の概要】 
リチウムイオン電池用の高容量正極材料として期待されている
Li2MnO3において、マンガンの一部を鉄ならびにチタンで置換
すると同時に遷移金属価数低減のための炭素還元処理を行うこ
とで、従来のリチウムイオン電池用正極材料であるLiCoO2の約
1.6倍の初期放電容量240mAh/gを達成した（図１）。さらに、
鉄とニッケルを固溶させるとともに、初期充電法の改善で、放
電容量 250mAh/g を達成した。初回充放電効率も 89% を実現。
NEDO 事業共同実施者の NEC において8Ah級の実用セルが試
作され（図２）、271Wh/kgの高エネルギー密度を実証した。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】I- ２-(2)-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 
・組成比及び価数の最適化を進め、実電池組込時の容量損の低

減のため初期充放電効率を80%以上に高めることを目指す。 
 
【開発技術の用途】 
・材料科学分野への基礎的貢献 
・車載用蓄電デバイスへの応用展開など 

図２  NECで試作された8Ah級の実用セル 

図１ 開発したLi1+x(Fe0.2Ti0.2Mn0.6)1-xO2正
極材料の30℃での初回充放電特性の変化 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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エネルギーマネジメントシステムのための技術開発             エネルギー技術研究部門                          

【研究成果の概要】 

 ダイヤモンドの表面を水素原子で覆うと、外の真空より

もダイヤモンド中の自由電子のエネルギー位置が高くなり、

真空中に自由に電子が飛び出すことができる「負の電子親

和力」をもつ面となる。このことを利用して作成した真空

パワースイッチでダイオードをオンにすると、負荷にほぼ

10kV の電圧がかかり、陽極・ダイオード間の電圧が非常

に下がっても、電子放出による高圧回路の電流が流れ続け、

73.7％の電力伝達効率が確認できた。 

※2013年度「第27回独創性を拓く 先端技術大賞」企業・

産学部門 フジサンケイビジネスアイ賞受賞 

 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表1】Ⅰ-２-(2)-①  エネルギーマネジメン

トシステムのための技術開発 

・電力マネジメントに必須の電力変換器について、高密度

化、耐高温化のためのダイヤモンド半導体等新材料を含む

電力変換デバイスを開発する。 

 

【開発技術の用途】 

・電力系統のスマートグリッド化における電力の制御など 

図２ 動作の様子 

図１  真空パワースイッチと動作特性 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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【研究成果の概要】 
リグノセルロースからセルロースナノファイバーを製造するための条
件を明らかにし、針葉樹は広葉樹と比較して、より微細なナノファイ
バーが得られることがわかった。リグニン等を残して製造した100nm
以下のナノファイバーは、高物性の複合体製造に適していた。界面活
性剤で表面コートしたナノファイバーを添加したマスターバッチを製
造することで複合体物性を向上させることができた。 
またわが国におけるセルロースナノファイバーの研究開発、事業化、
標準化を加速するために、企業、大学、公的研究機関等が参画する
「ナノセルロースフォーラム」を産総研コンソとして設立することが
認められた。 

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：3-(1)-① バイオマスを利用する材料及びプロセス技術 
・リグノセルロースから効率よくセルロースナノファイ 
 バーを製造するための条件検討 
・複合化に適したナノファイバーの形態等特性評価 
・複合化に適したナノファイバー製造技術の開発 
・効率的なマスターバッチ製造技術の開発 
 
【開発技術の用途】 
・バイオマスを原料とする高性能複合材料と複合材料製造 
 プロセス 

図１セルロースナノファイバー 

図２ セルロースナノファイバーの用途 

X60,000 

高強度材料 
（車、家電製品など） 

高機能材料 
（床材、内装材など） 

特殊機能材料 
（フィルターなど） 

バイオマスを利用する材料及びプロセス技術            バイオマスリファイナリー研究センター 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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海洋メタンハイドレート資源に対する減圧法の実証           メタンハイドレート研究センター                        

【研究成果の概要】 
 産総研が開発した「減圧法」によって、海洋メタンハイドレート
資源から世界で初めて連続的に天然ガスが生産されることを実
証し、その有効性が検証された。これらの成果は、経済産業省
が新たに策定した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画
(2013.12)」に大きく反映された。 
 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表1】Ⅰ-３-(2)-① メタンハイドレートからの天然ガス

生産技術の開発 
・海洋産出試験結果の検証を通じ、海域のメタンハイドレート貯留
層モデルを構築する。 
三次元地震探査データ等を用いて、メタンハイドレート貯留層の
構造解析と組成分析を実施し、その地質学的物性等を推算する。 
 

【開発技術の用途】 
・メタンハイドレート資源開発の商業化 

図２   海洋産出試験での減圧度とガス・水生産速度の関係 
（出典:経済産業省第26回メタンハイドレート開発実施検討会） 

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 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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環境負荷物質の排出を極小化する触媒・反応技術         触媒化学融合研究センター                          

【研究成果の概要】 
独自の触媒・反応技術に基づいた過酸化水素酸化プ
ロセス技術は、塩素フリーの高純度エポキシ化合物
の合成を可能にするため、エポキシ化合物を使った
化学品の高機能化が実現する。高温処理を避けたい
用途で使用される銀を導電材とする導電性接着剤に
は銀のマイグレーションによる短絡が起きやすい問
題があった。高難度酸化技術開発を進め、銀のマイ
グレーションを抑制できる導電性接着剤を昭和電工
と共同で開発した。さらに、研究センターを設立し
たことで、触媒・反応技術の研究環境、体制を強化
し、近未来型高機能化学品製造を実現する触媒研究
開発を骨太化した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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】 
・銀マイグレーションの抑制による長期信頼性に優れ

る導電性接着剤の開発。 

図１ 過酸化水素による触媒酸化により合成した高純
度エポキシ化合物による導電性接着剤開発 

図２ 触媒化学融合研究センターの設立 

O
O

O

O
O

O

O

O

O

原料 

過酸化水素による高難度酸化技術 

３か所全てをエポ
キシ化したい 

• ３か所全てをエポ
キシ化できない 

• 原料が分解 
不可能と思われてきた課題 

従来の触媒 

研究センター設立により触媒
研究開発環境・体制を強化  

新開発の触媒 

３か所全てのエポ
キシ化に成功 導電性接着剤へ 

高効率高選択的 
塩素フリー 
省エネルギー 
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コンパクトな化学プロセスを実現する技術               コンパクト化学システム研究センター                          

【研究成果の概要】 

 環境負荷を低減する特異的反応場利用技術として、有機溶

媒の代わりに水と二酸化炭素を溶媒として利用した高性能の

触媒反応系を構築した。実例としてフルフラールの水素化触

媒反応プロセスを開発し、従来法に比較して160%の水素化反

応速度を達成し、樹脂原料や香料原料等に利用されるテトラ

ヒドロフルフリルアルコールを選択的に合成することに成功

した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】1-５-(2)-③ コンパクトな化学プロセス

を実現する技術 

・従来法に比較して150%以上の反応速度を達成する。 
 
【開発技術の用途】 
・高温高圧技術分野への基礎的貢献 
・水素化反応の低コスト化 
・様々な水素化反応への応用展開 

O

O

O
OH

フルフラール テトラヒドロフル
フリルアルコール 

有機溶媒を用いない反応： 
水と二酸化炭素を溶媒に使用 

CO2 + H2O 
Pd/C触媒 

図２.水素化反応速度比較 

図１.水素化反応の例 
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先端科学技術のイノベーションを支える自主安全管理技術           安全科学研究部門 

【研究成果の概要】 
 カーボンナノチューブ(CNT)を取り扱う事業者などが自主安全
管理のために行う安全性試験や作業環境計測を支援するために
、技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構の事業に参加し
て開発した試験方法をまとめた２つの文書を公開した。 
 

「CNTの作業環境計測の手引き」（図１） 

 ・詳細な方法と簡易な方法の組み合わせを提案 

 ・取り扱い現場での現実的な作業環境管理が可能に 
 

「CNTの安全性試験のための試料調製と計測、および細胞を用い
たインビトロ試験の手順」（図２） 

 ・実施手順に加え、単層CNTの実施例を記載 

 ・専門技術や経験がない事業者でも、細胞を用いたインビト
ロ試験（試験管やシャーレでの試験）が可能に 

 

 プレスリリースやOECD工業ナノ材料作業部会の紹介など、国
内外への情報発信を積極的に行った。 
 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目:6-(3)-1先端科学技術のイノベーションを支える安全性評
価手法 
・事業者の自主安全管理技術について、手順書を更新 
 

【開発技術の用途】 
・カーボンナノチューブの製造および取り扱い事業者の自主安
全管理における活用 

図１ CNTの作業環境計測の手引き 

図２ CNTの安全性試験のための試料調製と計測、
および細胞を用いたインビトロ試験の手順 

② 小型・簡易なエアロゾル計測 
 日常管理 

① フィルター捕集＋炭素分析によるCNT定量 
 初期、年に数回 

捕集CNTを燃焼 
(約900℃まで段階昇温) 

CO2 CH4 

炭素量として定量 

ブラックカーボンモニタ 

① 簡易で迅速な細胞試験のために必要
な安定に分散したCNTの調製原液の
調製に成功した。（下記写真） 

 
 
 
 
 
② 簡易で迅速な細胞試験の手順書を公

開した。（単層CNTを実施例として記
載） 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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従来より約100倍明るく、持続性も高い発光酵素の合成               環境管理技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
水質汚染物質の分析の基盤となる生物発光酵素として、 
・従来より約100倍の明るさ 
・優れた発光持続性(半減期20分) 
・生物発光酵素では困難であった約15～30 nmの長波長化 
を示す世界最高性能の酵素を、遺伝子設計に基づき人為的に合
成することに成功し、高感度化を達成した。これを「人工生物
発光酵素（Artificial Luciferase; ALuc）」と命名し、多数の企業

と特許実施契約、共同研究に発展している。 

 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表1】Ⅰ-６-(6)-① 環境負荷物質及び環境浄化

能の計測手法の開発 

・化学物質の生体影響を高感度に検出するため、人工発光酵素

の光の長波長化を目指して改良を行う。 

【開発技術の用途】 
・水や食品中の内分泌撹乱化学物質の高感度分析など、環境診

断分野を中心とした様々な分野への応用展開 
・生命科学分野における基礎研究に貢献 
・病院での診断マーカーの高速スクリーニング、家庭での健康

状態の自己管理など、医療診断分野における応用 

図１  開発した人工生物発光酵素（Aluc）と 
従来最高輝度酵素との比較 

ホルモン様化学
物質の受容体 

図２  応用例：化学物質応答プローブとしての利用 

プレート上での輝度比較 

平成２５年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野） 
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【研究成果の概要】 
・クローズド型地中熱システムによる熱交換の効率を左右
する地質・地下水環境を勘案したポテンシャル評価手法を
開発し、青森県・津軽平野へ適用した。 
・本手法により熱交換井モデルとGISモデル（地理情報シ

ステム）を融合させることで、観測井を持たない地域でも地
下水流動・熱輸送モデルの評価が可能となった。 
・また地中熱のポテンシャルを面的に示すことも可能となっ
た。 
・本手法は多くの学協会で認められ、平成25年度日本地下
水学会研究奨励賞(シュレスタほか、2013)を受賞した。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】I-1-(2)-③ 地熱資源のポテンシャ
ル評価、【別表2】I-2-(2)-② 地下水及び地熱資源の
ポテンシャル評価 
・クローズド型地中熱システムのポテンシャル評価及
び地中熱利用システムの地下環境への影響評価を実施
する。 
 
【開発技術の用途】 
・地中熱ポテンシャル評価の標準的手法としての確立。 
・観測井を持たない地域でも地中熱ポテンシャル評価
が可能。 
・最適な地中熱システムの設計に貢献。 

地中熱システム利用に関する評価手法の開発           再生可能エネルギー研究センター                          

図 クローズド型地中熱システムの概要と青森
県・津軽平野における地中熱ポテンシャルマップ
（シュレスタほか，2013）。黒石市、弘前市周辺
には本地中熱システムの適度が高い地域が広がっ
ていることが推定される。 

低 

高 

ポテンシャル 

A 
B 
C 
D 

弘前市 

津軽市 

黒石市 

クローズド型地中熱 
システムの概要 

津軽平野における 
地中熱ポテンシャルマップ 

五所川原市 
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タイトル 概 要 実施ユニット 

１ 肝線維化進展度をOn-siteで定量する
ための迅速自動測定系が薬事承認 

300万人超と推定される肝炎感染者では、肝炎ウイルスの持続感染に伴
い、数年単位で変化してゆく肝臓の線維化が生じる。この病態変化を血液
検査によって、定性的かつ定量的に測定できる迅速自動化システムで利
用する診断薬が、１２月に薬事承認された。システムの根幹となるキャリブ
レーターの生産方法などをProteomics Clinical Applicationに発表した。さ
らに厚生労働科研費研究班で、国内１５施設約５８００症例の測定を完了
し、本測定の臨床的意義がいくつか見出された。 

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0000212-100 

２ 精子無力症の原因となる糖転移酵
素様遺伝子を発見 

ヒトの精巣で特異的に発現するヒトGALNTL5遺伝子が正常な精子を
形成するために必要不可欠な遺伝子の一つであることを発見した。
この遺伝子は、糖転移酵素様遺伝子と呼ばれる全く新しいタイプの
遺伝子であり、正常な精子を形成するために必要不可欠であること
が示された。実際に、ヒトの男性不妊症の原因の一つである精子無
力症を発症している患者に、ヒトGALNTL5遺伝子上に変異が存在す
ることを突き止めた。 

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 国内糖鎖関連データベースの統合
と、アジア・欧米との国際連携 

散在する国内糖鎖関連データベースを統合するため、データ表記方
法などの技術開発をすすめ、これを利用して統合データベースを構
築、公開した。さらに、アジア、欧米の研究者らを招聘して国際会
議を開催し、国際データベースとの連携を主導した。 

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 ビッグデータから科学的発見を導く統
計手法 

これまでよりも格段に正確な補正P値を計算できるアルゴリズム LAMP 
（Limitless-Arity Multiple testing Procedure、無限次数多重検定法）を

開発した。超高速アルゴリズムを用いて無為な出現頻度の低い組み合
わせを特定し取り除くことによって、補正係数を大幅に削減している。 

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 

ライフサイエンス分野 

平成２５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 ステルス型RNAベクターの開発とヒト
iPS細胞作製への応用 

ステルス型RNAベクターを使って６個の初期化因子を同時に発現させる
ことで、ヒト皮膚線維芽細胞からのiPS細胞の樹立効率を１０％超に高め
ることに成功した。 

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 

6 再生医療に用いる細胞の安全性を培
養液で検査することが可能に 

ヒトiPS/ES細胞から分化させて作製した移植用細胞には、ヒトiPS/ES細
胞が残存する場合があり、このヒトiPS/ES細胞が腫瘍化する危険性が
あることが、ヒトiPS/ES細胞を医療に応用する際の最大の障壁となって
いる。今回、移植用細胞に残存するヒトiPS/ES細胞を、通常は廃棄する
細胞培養液を用いて簡便に検出する技術を開発した。貴重な移植用細
胞の一部を無駄にすることなく調べることで、ヒトiPS/ES細胞の安全性を
事前に把握することができる。ヒトiPS/ES細胞を用いた再生医療の安全
性向上への貢献が期待される。 

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0000180-100 

7 産学官連携によるアカデミア創薬への
取り組み 

国内最大級のアカデミア創薬支援事業である、創薬等支援基盤技術プ
ラットフォーム事業に参画した。分子モデリング技術による高度創薬支援
研究および高度化研究を実施した。 

創薬分子プロファイリング研究
センター 

中期計画【別表１】 

II-1-(3)-① 

整理番号0000240-100 

8 ＩＴ主導創薬による悪性前立腺がん併
剤の発見 

抗がん剤が効かない前立腺がんを抗がん剤が効くようにリプログラミング
（細胞状態を初期化）する既知薬剤、リバビリンを発見した。同時にこの
発見は、幹細胞性を利用した合理的なドラッグリポジショニングのプロトコ
ル（手順）、「薬効リプログラミング」を提案している。 

創薬分子プロファイリング研究
センター 

中期計画【別表１】 

II-1-(3)-② 

整理番号0000245-100 

ライフサイエンス分野 

平成２５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 自己抗体プロファイリング技術の開発
と利用 

生体防御システムである抗体は様々な疾患、身体状態によって変動する。
自己抗体をプロファイリングすることによって診断、治療効果の評価を行
うことを目指している。産総研のリソース、技術を活用して世界最先端の
自己抗体プロファイリングを可能とするプロテインアレイの開発を行った。 

創薬分子プロファイリング研究
センター 

中期計画【別表１】 

II-1-(2)-② 

整理番号0000217-100 

10 マラリア診断用細胞チップの開発と
フィールド試験の実施 

ウガンダの倫理委員会の承認を得て、現地でのフィールド試験を実施し、
９５例の患者血液を用いて産総研チップによるマラリア原虫の検出を行い、
低感染領域では既存診断法と同等以上の検出感度であることを実証し
た。 

健康工学研究部門 

中期計画【別表1】 

II-2-(2)-② 

整理番号0000276-100 

11 高分子アクチュエーターの高耐久化
の達成 

10万回駆動しても変位量が10%しか減らない繰り返し耐久性、3時間に
わたって変位状態をほぼ一定に保てる変位保持性をもつ高性能なナノ
カーボン高分子アクチュエーターを開発した。 

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 

12 量産型ラボディスクのプロトタイプチッ
プの開発と免疫測定の実証 

産業的生産に使用可能な硬質樹脂を素材とした射出成形チップの開発
に成功し、免疫測定が可能であることを実証した。免疫化学測定は材料
の影響が大きいため、硬質樹脂でのバイオマーカー計測の実証は実用
化へ向けた大きな進歩である。 

健康工学研究部門 

中期計画【別表1】 

II-2-(2)-① 

整理番号0000265-100 

ライフサイエンス分野 

平成２５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 

13 昆虫と細菌との共生におけるポリエ
ステルの新たな機能 

ダイズの害虫として知られるホソヘリカメムシの腸内共生細菌が、共生時
にポリヒドロキシアルカン酸（PHA）を細胞内に蓄積すること、その蓄積が
共生の維持に必須であることを発見した。PHA はバイオプラスチックとし

て注目されており、害虫と微生物との共生における予想外の役割が解明
された。 

生物プロセス研究部門 

中期計画【別表1】 

I-5-(3)-①, I-3-(1)-② 

整理番号0000139-100 

0000064-100 

14 新規な生理活性物質を合成する遺伝
子を正確・迅速に予測 

ゲノム塩基配列と遺伝子の発現情報から、新規低分子化合物の生合成
遺伝子を迅速・正確に予測する技術を開発した。医薬リード等の生理活
性物質の探索と生産に関して、新規生合成メカニズムを持つ遺伝子の迅
速な探索に道を開いた。 

生物プロセス研究部門 

中期計画【別表1】 

II-1-(3)-② 

整理番号 0000244-100 

15 創薬スクリーニング加速を目的とした
次世代天然物化学研究 

世界最大級の天然物ライブラリー (30万以上) を用いて、スクリーニング
を行いnMオーダーで細胞毒性を示す新奇化合物を複数発見した。また、
培養困難な海洋微生物の遺伝子を用いて天然化合物の生産を行うシス
テムを確立した。 

バイオメディカル研究部門 

中期計画【別表１】 

II-1-(1)-① 

課題番号0000186-100 

16 小麦ポリフェノールのリズム改善およ
び抗肥満効果を発見 

小麦表皮由来のポリフェノールであるアルキルレゾルシノールに、高脂肪
食依存的な生体リズム異常を改善し、糖尿病や肥満を抑制する可能性
があることを明らかにし、共同研究先企業との共同プレス発表を行った。 

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 

ライフサイエンス分野 

平成２５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 

17 超解像イメージング技術の開発と
それに基づいた細胞骨格制御メカ
ニズムの解析 

光学顕微鏡の分解能を超える超解像レベルの顕微鏡イメージング技
術を向上させ、細胞内の微細構造を鮮明に解析することを可能にし
た。これらの技術とともに、細胞移動や神経軸索伸長を制御する新
規分子による細胞骨格の新たな制御メカニズムを明らかにした。 

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0000236-774 

18 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 

知覚意識を支える上で不可欠な「確信度」という信号が、視床枕という脳
領域で、計算されていることが分かった。本知見は、あるタイプの意識
障害の病態メカニズム解明や、人工知能への応用に役立つことが期待さ
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 

19 ノイズに強いモバイル脳波計測システ
ムの開発 

2010年の試作機第１号完成以来、高度化開発を進めてきたニューロコ

ミュニケーターにおいて、臨床現場に存在する電気的ノイズへの対策とな
る新技術が開発され、実用化に向けた課題が一つ克服された。 

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 

20 「高齢者・障害者の感覚特性データ
ベース」の公開 

過去10年以上にわたり、国内外の延べ3,000名超の高齢者・障害者を対

象に行ってきた感覚特性の計測結果を広く産業界等で活用してもらうた
めに、「高齢者・障害者の感覚特性データベース」を構築し、インターネッ
ト上で一般に公開した。本データベースは、それらの計測結果に基づい
て制定された日本工業規格（JIS）等の使用者に対して、規格活用のため
のWebツールを提供することも兼ねている。本データベースの公開にあ

たっては、プレスリリースを行うとともにオープンラボ等にてＰＲに努め、好
評を得た。 

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-(1)-②, IV-3-(1)-③ 

整理番号0000258-100, 
0000391-100 

ライフサイエンス分野 

平成２５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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肝線維化進展度をOn-siteで定量するための迅速自動測定系が薬事承認   

  糖鎖医工学研究センター                       

【研究成果の概要】 

肝臓の線維化進展度を定量するのに有効なマーカーを発
見し、その自動迅速測定系を構築してきた。薬事法に基
づく製造販売申請を技術移転を行った企業が行っていた
が、今年度12月に承認された。 「いつでも・どこでも・
誰が行っても」同じ結果が得られるシステムを成立させ
るためのキャリブレーター生産方法を論文化し、
Proteomics Clinical Applicationに発表した。保険収載
を念頭に置き本年度は厚生労働肝炎研究班で１５施設約
５８００症例の測定を実施した。 

 
【平成25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 
・特定タンパク質濃縮(前処理)装置とレクチン‐抗体マ
ルチサンドイッチアッセイ装置を一体化した装置の開発
を実施する。企業側で製作した試作機の評価と結果の
フィードバックをメインミッションとし、対象糖タンパ
ク質3種の選定、およびその検出キットの構築も実施する。 
 
【開発技術の用途】 
・身体的負担が大きいとされる肝生検に代わる新たな低
侵襲性で安全性が高く、安価な肝線維化検査方法の提供。 

臨床現場での利用予想図 

血小板数測定 
生化学検査 

1. 採血 

2. On-site assay (<30 min) 

3. 診察 

新規検査方法 

血清をそのまま自動免疫 
測定装置へ仕掛ける 
（17分での測定を実現） 

異常 
M2BP 

平成２５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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精子無力症の原因となる糖転移酵素様遺伝子を発見         糖鎖医工学研究センター                        

図1(A)男性不妊症患者（精子無力症）精子における
GALNTL5タンパク質および関連タンパク質量の比
較。（B-F）精子無力症患者(パネルAのNo.9の患者)
精子および血液細胞のGALNTL5遺伝子に、母親か
ら遺伝したと考えられる一塩基の欠損変異が存在
することを示す。 

【研究成果の概要】 
ヒトの精巣で特異的に発現するヒトGALNTL5遺伝子が正常な精
子を形成するために必要不可欠な遺伝子の一つであることを発見
した。この遺伝子は、pp-GalNAc-T糖転移酵素遺伝子と酷似して
いることから、糖転移酵素様遺伝子と呼ばれる全く新しいタイプの
遺伝子であり、Galntl5遺伝子を改変したマウスの解析から、この
遺伝子が正常な精子を形成するために必要不可欠であることが
示された。実際に、ヒトの男性不妊症の原因の一つである精子無
力症を発症している患者に、ヒトGALNTL5遺伝子上に変異が存
在することを突き止めた。 
 
【平成２６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 
・ 糖鎖遺伝子が発現している組織や遺伝子改変マウスで表現

型が現れた組織に対して、糖鎖キャリアー分子を網羅的に同
定し、表現型発症の分子メカニズムの解明を試みる。 
 
【開発技術の用途】 
・本成果は、男性不妊症の原因を的確に判別する手法の開発に
貢献するものであり、近い将来に不妊治療法を適切に選択する上
で必要不可欠な技術となることが期待される。 
・男性不妊症の中で特に発症頻度の高い精子無力症患者精子
を使った原因因子特定法の開発は、生殖医療の発展といったラ
イフイノベーションに繋がると共に、少子化の阻止という意味でも
社会に大いに還元できるものである。 

平成２５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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  国内糖鎖関連データベースの統合と、アジア・欧米との国際連携                  糖鎖医工学研究センター          

【研究成果の概要】 
国内の糖鎖関連データベースを統合し、そのポータルサイト
とした日本糖鎖科学コンソーシアムデータベース（JCGGDB)を
拡充した。並行して、単純な一次配列として表記できず、ま
た曖昧な構造を含んだままの構造情報が多用されている糖鎖
について、これを表記する国際標準法WURCSを開発し、アジア
を拠点にACGG-DBを構築、さらに欧米のDBと連携するために国
際会議を招集し、糖鎖関連データベースの国際的連携を先導
した。 
 
【平成２５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 
・ヒトがんマーカー開発で取得したデータをGlycoProtDBに収

載し、公開する。マウス組織糖タンパク質についての情報を
拡充する。 
 
【開発技術の用途】 
・複雑な糖鎖構造情報を表記する国際標準法WURCSは、生命科
学のパラダイムシフトを起こした核酸（ゲノム等）やアミノ
酸配列の共有を、糖鎖の分野で実現し、糖鎖生物学の発展に
大きく寄与する。 
・WURCS、糖鎖IDの標準化、およびこれらを利用した国際糖鎖
リポジトリーシステムの構築は、糖鎖科学データを有効に活
用するためのセマンティックウェブ化を実現する。 

図１ JCGGDBを構成する産総研発のDB 

図２ 第５回ACGG-DB会議（大連）参加者
の集合写真（日中韓台豪米露から参加） 

平成２５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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ビッグデータから科学的発見を導く統計手法       生命情報工学研究センター                        

【研究成果の概要】 
多重検定法の中で最もシンプルでよく用いられるボンフェロー
ニ法では、n個の対象があれば、P値にnを掛けて補正し、それ
でも0.05以内であれば、発見として認める（図１）。その結果、
観測対象が増えたのに、科学的発見が減るという奇妙な現象
「ビッグデータのパラドックス」が起きる場合がある。私たちは
今回、これまでよりも格段に正確な補正P値を計算できるアル
ゴリズムLAMP（Limitless-Arity Multiple testing Procedure、
無限次数多重検定法）を開発した。ボンフェローニ法では、全
ての組み合わせ因子の数を補正係数として用いるのに対し、
LAMPでは、出現頻度の低い組み合わせは誤発見率を変化さ
せないという数理的性質に注目し、超高速アルゴリズムを用い
て無為な出現頻度の低い組み合わせを特定し取り除くことに
よって、補正係数を大幅に削減している（図2）。 
 
【平成２５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 
・平成24年度までに作成したデータベースシステムは、基
本的な機能しか備えていないため、平成25年度以降は、完
全一致検索、範囲指定検索、集合積の検索、巨大データ
ベースへの対応などを行う。それに伴って、数学的な安全
性証明の構築も進めていく。また、適用対象に関しても、
化学構造データベース以外への拡張を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・本成果により、転写因子の組み合わせ効果の研究をはじめ、
複数の遺伝子が原因となっている疾患の同定や多数の部位
が関わる脳の高次機能の解明など、複合要因に起因する現象
の解明が加速されることが期待される。 
 

図１ 科学における統計検定の役割。データから 
ある結果を主張する際には、信頼性を評価する 
ため統計検定を行わなくてはならない。 

図２ ＬＡＭＰによる組み合わせ因子発見。 
高頻度の組み合わせのみを数え上げることで、 
Ｐ値補正係数を正当なレベルまで引き下げる。 
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ステルス型RNAベクターの開発とヒトiPS細胞作製への応用       幹細胞工学研究センター                          

【研究成果の概要】 
幹細胞工学研究センターでは、超高効率の細胞リプロ
グラミングに対応可能な新技術「ステルス型RNAベク
ター」を開発した。この新しい遺伝子発現技術を使っ
て６個の初期化因子を同時に発現させることで、ヒト
皮膚線維芽細胞からのiPS細胞の樹立効率を１０％超
に高めることに成功した。さらに、iPS細胞が出現す
るまでの時間も従来の半分以下の10日間に短縮できた。 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】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 
・10遺伝子以上を搭載できる次世代SeVdpベクターを
完成し、これを用いてヒトiPS細胞の作製効率や多分
化能を改善する因子を追加搭載した次世代SeVdp-iPS
ベクターを開発する。また、次世代SeVdpベクターに
神経分化・軟骨分化に関わる遺伝子を搭載して、ヒト
線維芽細胞で発現させ、神経細胞や軟骨細胞への転換
を検討する。 
・４％の効率でヒトiPS細胞を樹立することを目指す。 
 
【開発技術の用途】 
・現在、臨床応用を目指した国際ヒトiPS細胞バンク
が提唱されるなど、iPS細胞技術を使った再生医療へ
の期待が高まっている。産総研のステルス型RNAベク
ターは、臨床レベルで使用可能なiPS細胞の樹立を始
め、さまざまな細胞リプログラミング技術の基盤技術
として、再生医療への貢献が期待される。 

図１ ステルス型RNAベクターを使ったiPS細胞の作製 

図２ 従来の山中4因子を使った場合（左）に比べ、
6個の遺伝子を使うことで初期化効率が大幅に向上
する（右）。（緑色の点がiPS細胞） 
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【研究成果の概要】 
ヒトiPS/ES細胞から分化させて作製した移植用細胞には、
ヒトiPS/ES細胞が残存する場合があり、このヒトiPS/ES細
胞が腫瘍化する危険性があることが、ヒトiPS/ES細胞を医
療に応用する際の最大の障壁となっている。今回、移植用
細胞に残存するヒトiPS/ES細胞を、通常は廃棄する細胞培
養液を用いて簡便に検出する技術を開発した。貴重な移植
用細胞の一部を無駄にすることなく調べることで、ヒト
iPS/ES細胞の安全性を事前に把握することができる。ヒト
iPS/ES細胞を用いた再生医療の安全性向上への貢献が期待
される。本技術の詳細はNature Scientific Reportsに掲
載される。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】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 
・糖タンパク質糖鎖未分化マーカーの実用化共同研究を進
める。１）未分化細胞特異的マーカー（AiLec-S1）関連特
許の骨太化と製品キット開発を達成する。２）未分化性と
糖鎖構造変化について解析し幹細胞生物学における糖鎖機
能の一端を明らかにする。３）未分化マーカー検出システ
ムの臨床現場への橋渡しを開始する。  
 
【開発技術の用途】 

・ヒトiPS/ES細胞を用いた再生医療の安全性評価法として
期待される。 

図１ 移植用細胞に残存するヒトiPS/ES細胞 
を培養液で検出 

図２ 今回開発したヒトiPS/ES細胞の検出シス
テムの原理図 

再生医療に用いる細胞の安全性を培養液で検査することが可能に  幹細胞工学研究センター  
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産学官連携によるアカデミア創薬への取り組み      創薬分子プロファイリング研究センター                          

【研究成果の概要】 
 国内最大級のアカデミア創薬支援事業である創薬等支援
基盤技術プラットフォーム事業に参画（図1）し、アカデミ
ア中心に9件の支援研究を実施した。さらに民間企業5社と
の資金提供型共同研究課題を通じて、創薬支援を行った。
創薬に関する技術者養成コースを6コース主催し、人材養成
活動にも取り組んでいる。RNA-RNA複合体予測システム開発
や、創薬ターゲットであるGPCRに特化した高精度モデリン
グ手法開発など、高度化研究でも成果を挙げている。 
 
【平成２５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 
・創薬等支援基盤技術プラットフォーム事業を拠点とした、
分子モデリング技術による高度創薬支援研究および高度化
研究を行う。支援研究では、実験系研究機関との共同研究
を通じた創薬標的タンパク質立体構造予測データーを提供
する。高度化研究では、「京」計算機を活用した分子動力
学計算による構造サンプリング技術の創薬標的への応用研
究を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・抗インフルエンザ薬を目指した化合物創製において、本
課題で開発されたインシリコ主導の技術により、1uM濃度で
の活性を示す化合物の探索に成功している（図2）。 

図２ インシリコ主導による抗インフルエンザ薬
の創製技術（左）とヒット化合物の評価（右） 

図１ 分子モデリングに基づく高度創薬支援内容 
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IT主導創薬による悪性前立腺がん併剤の発見      創薬分子プロファイリング研究センター                          

【研究成果の概要】 
抗がん剤が効かない前立腺がんを抗がん剤が効くようにリ
プログラミング（細胞状態を初期化）する既知薬剤、リバ
ビリンを発見した。同時に、この発見は、世界初の幹細胞
性を利用した合理的なドラッグリポジショニングのプロト
コル（手順）、「薬効リプログラミング」を提案している。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】II-1-(3)-② システム生物学的解析を
用いた創薬基盤技術の開発 
・幹細胞の性質を利用した悪性ガン併剤探索システムを構
築する。 
 
【開発技術の用途】 
・リバビリンの前立腺がんに対する治療への利用 
・リバビリンの他臓器の悪性腫瘍への利用 
・「薬効リプログラミング」による他臓器悪性腫瘍での薬
剤の発見 
・「薬効リプログラミング」による他疾患における薬剤抵
抗性細胞をリプログラミングする薬剤の発見 
・抗がん剤耐性の分子メカニズムの解明 

図１「薬効リプログラミング」による 
リバビリンの発見 

図２「薬効リプログラミング」の発展 

 抗がん剤耐性前立腺がんに対する治療への利用
 他臓器の悪性腫瘍での有効性の検討

他臓器悪性腫瘍の薬剤探索
他疾患の薬剤耐性細胞をリプログラミングする薬剤の探索

 抗がん剤耐性化の分子メカニズム解明へ

ribavirin
発見！

抗がん剤耐性前立腺がん
への適用

幹細胞性を利用した合理的なリポジショニング
「薬効リプログラミング」

細胞の分離

細胞をリプログラ
ミングさせる薬剤

の推定
薬効の検証

（実験解析、慶大） （数理解析、産総研） （実験解析、慶大）

細胞の分離

細胞をリプログラ
ミングさせる薬剤

の推定
薬効の検証

前立腺がん細胞を
OCT4発現量で分離

特徴的遺伝子群の
選定とconnectivity-
mapの利用による

薬剤推定

腫瘍の退縮

ribavirin

（実験解析、慶大） （数理解析、産総研） （実験解析、慶大）

抗がん剤耐性前立腺がんへの適用

発見！
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 自己抗体プロファイリング技術の開発と利用       創薬分子プロファイリング研究センター                          

【研究成果の概要】 
産総研の保有する世界最大のヒトタンパク質発現クローン、
独自開発の不溶化タグ技術、企業との共同研究でのアモル
ファスカーボン基板の表面修飾の基盤技術をインテグレー
トし、自己抗体プロファイリングを行うための世界最大の
高密度プロテインアレイの開発を行った。また、生体サン
プルに関しては国立がん研究センターとの共同研究、 JST
先端計測PJやJST再生医療実現化ネットワークPJを採択し、
多くの先端医療機関との連携体制を構築した。 
 
【平成２５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 
・血中の抗体プロファイリングによる難治病早期診断の大型プ
ロジェクトを誘致し、早期診断法を確立する。これに合わせて、
不溶化タグ技術を利用した200種類の有用タンパク質を搭載し
たプロテインアレイの開発を行う。  
 
【開発技術の用途】 
・がん治療としての免疫療法の評価 
・再生医療の細胞移植における免疫モニタリング 
・疾患の早期診断マーカーの発見 
・健康状態の総合的診断 

図１ 自己抗体プロファイリングの技術基盤 

図２ 自己抗体プロファイリング技術の利用 

平成２５年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野） 



32 

マラリア診断用細胞チップの開発とフィールド試験の実施     健康工学研究部門                                               

【研究成果の概要】 
ウガンダの倫理委員会の承認を得て、現地でのフィールド
試験を実施し、９５例の患者血液を用いて産総研チップに
よるマラリア原虫の検出を行い、低感染領域では既存診断
法と同等以上の検出感度であることを実証した。 
 
 
【平成２５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 
・マラリア感染患者およびがん患者のリアルサンプルを用
いて、マイクロチャンバーからのマイクロマニュピレー
ターにより細胞を回収し、一細胞レベルでの遺伝子解析法
によるマラリア診断およびがん細胞機能解析を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・正確かつ高感度なマラリア検出により、効率的な治療が
可能。さらに、的確な薬剤使用により薬剤耐性マラリアの
蔓延を予防。 
・地球温暖化や交通機関の発達による世界的なマラリア蔓
延の可能性を、空港など水際での効率的なマラリア検出を
通して予防に寄与。 
・家畜などの赤血球原虫感染症の診断応用が可能。 

特願2008-225193, PCT/JP2009/065370 
PLoS One 2010, 5: e13179 

赤血球の定量的 
単層配列が可能 

DNAマイクロ 
アレイスキャナー A 

B 

C 

A B 

図２ ウガンダ共和国グル市ラチョ病院において、マラリア患
者血液を用いて細胞チップ技術を基盤とする診断システムの
実証試験を開始（Ａ）。患者血液解析では既存のギムザ染色
法と同等以上な高感度検出が確認された(B)。 

図１ 細胞チップを用いた迅速・超高感度マラリア検出。蛍光
核染色液と赤血球懸濁液をチップ状に展開・洗浄により（Ａ），
各マイクロチャンバーに130個/チャンバーと定量的に赤血球
の単層配列され(B)、一枚のチップで270万個の赤血球を観
察可能になる(B)。市販マイクロアレイスキャナーで5分のス
キャニングで、一細胞レベルでマラリア感染赤血球を特異的
に検出できる(C)。 
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高分子アクチュエーターの高耐久化の達成          健康工学研究部門                                               

【研究成果の概要】 
10万回駆動しても変位量が10 %しか減らない繰り返し耐久
性、3時間にわたって変位状態をほぼ一定に保てる変位保
持性をもつ高性能なナノカーボン高分子アクチュエーター
を開発した。 
 
 
【平成２５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
ンナノ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。昨年
度より開始した実用化研究を平成24年度も進め、様々な電

荷移動錯体の添加による耐久性向上、あるいは、応答性、
伸縮性向上の検討、および、そのメカニズムについて検討
を進める。 
 
【開発技術の用途】 
・昇降する入力スイッチ、点字ディスプレーなどに加えて、
各種イルミネーション分野、マイクロポンプなどのヘルス
ケア分野など、幅広い分野での応用が期待。 

図１ 2.5 Vの電圧で駆動中の今回開発した
ナノカーボン高分子アクチュエーター 
（左）電圧なし（右）電圧あり 

図２ 繰り返し耐久性 
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量産型ラボディスクのプロトタイプチップの開発と免疫測定の実証      健康工学研究部門                                               

【研究成果の概要】 
産業的生産に使用可能な硬質樹脂を素材とした射出成形チッ
プの開発に成功し、免疫測定が可能であることを実証した。
免疫化学測定は材料の影響が大きいため、硬質樹脂でのバイ
オマーカー計測の実証は実用化へ向けた大きな進歩である。
さらに測定物質可変型プッシュイン部のデザインに成功した。
また、ラボディスク回転部のプロトタイプを作製し、耐久性、
ユーザビリティーなどの点で実用性を検証した。 
 
【平成２５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 
・遠心力送液型ラボディスクでは、遠心回転システムの製品
プロトを試作する。独自の免疫反応構造部を有する量産型ラ
ボディスクのプロトタイプチップの試作・改良、およびこれ
に対する流路表面処理技術を構築することで、複数項目の同
時迅速定量を実証する。 
 
【開発技術の用途】 
・迅速、安価、簡便な生活習慣病気早期診断を実現する。 
・本機器により人間ドック、中小診療所での精密診断機器導
入が可能となり、様々な疾患の早期発見に資する。 
・本装置は様々生体物質の測定が可能は汎用システムであり、
食品検査、人畜感染症診断などにも利用可能である。 

図１ 硬質樹脂を素材とした射出成形チップ 

図２ 硬質樹脂表面への抗体固定化法の開発 

抗原濃度（ng/mL） 

硬質樹脂表面上におい
てサブnM領域のバイオ
マーカー測定に成功 

抗体 
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昆虫と細菌との共生におけるポリエステルの新たな機能       生物プロセス研究部門                          

【研究成果の概要】 
ダイズの重要害虫として知られるホソヘリカメムシは、その成
長や繁殖に大きな影響をあたえる腸内共生細菌を持っている。
共生細菌の宿主腸内への定着メカニズムは不明であったが、
今回、①共生時にポリエステルの一種であるポリヒドロキシア
ルカン酸（PHA）を細胞内に蓄積すること、②その蓄積が腸内
共生の安定的維持に必須であることを世界で初めて明らかに
した。PHA は近年バイオプラスチックとして注目されているが、
今回新たに害虫と微生物との共生における予想外の役割が解
明された。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】I-5-(3)-①,I-3-(1)-② 微生物資源や
有用遺伝子の探索と機能解明 
・動物腸内における微生物叢の群集構造解析とその機能を
明らかにする。特に、害虫の農薬耐性化を引き起こす腸内
微生物がどのような分子メカニズムで害虫に感染するのか
を明らかにする。 
 
【開発技術の用途】 
・共生細菌においてPHA合成が宿主への定着に必須なこと
から、害虫防除の新規ターゲットになりうる。 
・細菌におけるバイオプラスチック生産性を向上させる技
術開発に寄与しうる。 
・プロバイオティクスなど有用腸内細菌の宿主体内への安
定的な定着法開発に寄与しうる。 

図１ A.ダイズの害虫ホソヘリカメムシ 
  B.腸内の共生細菌．矢頭がPHA． 

図２ PHA合成酵素の遺伝子欠損株は正常
にカメムシ腸内に定着できない 
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新規な生理活性物質を合成する遺伝子を正確・迅速に予測    生物プロセス研究部門 

【研究成果の概要】 
既知の機能情報を用いることなく、ゲノム塩基配列と遺伝
子発現情報だけを用いて、二次代謝系遺伝子を網羅的かつ
迅速に予測する技術を開発した（MIDDAS-M法）。この方法
は、医薬リードなどの生理活性物質の探索と生産に関して、
全く新規な遺伝子の正確・迅速な探索が可能である。一例
として、発見から70年を経ても未知であった抗菌性化合物
（Ustiloxin B）の生合成遺伝子系を世界で初めて明らか
にした。この遺伝子系は糸状菌で初めての新規な生合成メ
カニズムを有しており、精緻な情報解析系と生物実験系の
連携によって、極めてユニークな前駆体生産と修飾系を有
することを明らかにした。 

図２ MIDDAS-M法によって、既知・未知を問わず実際に機能し
ている二次代謝系遺伝子の網羅的予測が可能に。新規生合成
経路を発見。 
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【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】II-1-(3)-② システム生
物学的解析を用いた創薬基盤技術の開発 
・比較ゲノム科学方法および機能ゲノム科学
的方法による二次代謝系遺伝子クラスタの予
測技術に関して、新たな指標の導入や他の方
法との組合せ等によって網羅性と正確性の向
上を図る。創薬における天然化合物の生産性
の向上を目的として、優れた形質を獲得した
株の変異を網羅的・効率的に解析する技術を
開発する。 
 
【開発技術の用途】 
・真菌が有する多様な未知天然化合物生合成
遺伝子の同定と迅速な組換え生産系の構築。 
・新規低分子生理活性ペプチド化合物の設
計･生産、天然化合物創薬の高度化･高速化。 

新規二次代謝
生合成メカニズ
ムを発見 

既知二次代謝生遺伝子の
筒底による正確性の証明 

既知の遺伝子 新規の遺伝子 

Penicillin 

抗生物質 
Adriamycin 

抗がん剤 

糸状菌 
ゲノム 

図１ ゲノム解析によって大量の二次代謝系遺伝
子の存在の可能性が示されたが、新規遺伝子の予
測は困難。 

MIDDAS-M法を開発 

生理活性物質の例 
（二次代謝物質） 
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創薬スクリーニング加速を目的とした次世代天然物化学研究       バイオメディカル研究部門 

【研究成果の概要】 

 4種類以上のがん分子標的を対象に、世界最大級の天然

物ライブラリー (30万以上) を用いて、スクリーニングを

行いnMオーダーで細胞毒性を示す新奇化合物を複数発見し

た。現在、詳細な生物活性を検討すると共に、動物モデル

での評価を実施中。 

 また、培養困難な海洋微生物の遺伝子を用いて天然化合

物の生産を行うシステムを確立した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】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 

・天然物ライブラリーを用いて、様々な疾患モデルを用い

た創薬スクリーニングを行い有用な天然化合物を見出す。  

・らん藻など培養困難な微生物の生合成遺伝子を用いて、

大量かつ安定に生産する技術の開発を行う。 

 
【開発技術の用途】 
•臨床薬開発のリード化合物として応用。 

•サンプル確保困難な天然化合物の生産を行い、生物活性

を検討すると共に臨床開発を加速させる。 

•種々の創薬スクリーニングを展開する優れたライブラ

リーとして応用する。 

図１ 世界最大級の天然物ライブラリーから
新規抗がん剤を開発 

図２ 培養困難な微生物の遺伝子を用いた
化合物生産技術の開発 
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培養を行うことなく目的
遺伝子をクローニング 

化合物の異種発現生産 

◆: ターゲット 
×,▲,■: コントロール1,2,3 

細胞毒性: IC50 = 4.57 nM 

世界最大級の天然物ライブラリー 
 (30万以上) 

動物試験実施中 

がん分子標的 

ターゲットに高選択的に作用 

ヒット化合物の精製・構造決定 
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小麦ポリフェノールのリズム改善および抗肥満効果を発見       バイオメディカル研究部門             

【研究成果の概要】 
小麦表皮由来のポリフェノールであるアルキルレゾルシ
ノールに、高脂肪食依存的な生体リズム異常を改善し、糖
尿病や肥満を抑制する可能性があることを明らかにし、共
同研究先企業との共同プレス発表を行った。 
 
【平成２５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 
・生体リズムの乱れた動物モデルを用いて、ヒトにおける
睡眠障害性の精神疾患や代謝性疾患の発症メカニズムの解
明に向けた研究をスタートさせる。生体リズムを改善する
食品成分の開発を継続するとともに、その分子メカニズム
の解明を目指す。 
 
【開発技術の用途】 
・睡眠障害や不規則な生活習慣に起因するメタボリックシ
ンドロームなどの生活習慣病を予防・改善するための機能
性食品の開発 

図１ 小麦ポリフェノールによる行動
リズムの正常化 

図２ 小麦ポリフェノールによる抗肥満効果 

0

0.2

0.4

0.6

活
動

量
 

通常食 高脂肪食  高脂肪食 
            ＋小麦ポリフェノール 

高脂肪食による活動リズムの夜型化 
活動リズムの正常化 

15

20

25

30

35

4 6 8 10 12 14 16
体

重
（
g）

 
週齢（週） 

通常食 
高脂肪食 
高脂肪食 
＋ポリフェノール 

平成２５年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野） 



39 

超解像イメージング技術の開発とそれに基づいた細胞骨格制御メカニズムの解析 
バイオメディカル研究部門 

【研究成果の概要】 
光学顕微鏡の限界を超える解像度で細胞内分子の挙動を解析
することを可能にする超解像顕微鏡イメージング技術を向上
させた。細胞内骨格の繊維状構造を従来の半分以下の精密さ
（100nm以下の分解能）で観察することに成功した。 
また、この技術の一部を利用し、神経細胞移動や神経軸索の
伸長を制御する新規の分子としてRIN-1による細胞骨格制御
メカニズムを明らかにした。これにより、疾患様細胞の形態
変化や移動異常の原因解明と、その抑制因子探索につながる
スクリーニング技術への展開が進むと期待される。 
 
【平成２５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 
・細胞内微細構造の観察を可能にする顕微鏡技術の開発を進
めるとともに、核内や神経シナプス構造での微細構造変化や
分子動態変化を規定する分子メカニズムを明らかにする。 
 
【開発技術の用途】 
・超解像イメージングを基本とした新たな生命現象解析シス
テムの開発とその利用による新規細胞観察技術の確立。 
・神経細胞の移動や形態形成制御による疾患の原因解明と、
がん細胞の移動制御メカニズムへの応用。 
・イメージングコアファシリティによる産学官連携。 

図１ 新規に改良した超解像イメージング
法により、100nm以下の分解能を可能にした。 

図２ 産学連携センターと得られた細胞解析像 

共焦点顕微鏡像 超解像顕微鏡像 

AIST-Nikon OPEN Rabo 
Super Resolution & Conforcal 

ニコン顕微鏡＠産総研 
超解像・共焦点 オープンラボ 

正常細胞のアクチン分布 

rin-1変異細胞のアクチン 
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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】 
視覚情報が、私たちの意識にのぼる際には、統合された視覚情
報が、どのくらい確からしいかを計算する過程を経ていることが示
唆されてきたが、その神経機構ついては未知であった。本研究で
は、まずサルに、色（赤あるいは緑）と動き（上あるいは下）を組み
合わせた視覚刺激を提示し、その視覚刺激から知覚内容（赤色
が下に動くなど）を判別させる課題（図１Ａ）と、自分の知覚判別に
自信がない時に選択できる第三のバーを加えて、判別を回避でき
る行動課題（判別回避課題）（図１Ｂ）をサルに課した。すると、サ
ルは、視覚刺激が曖昧になればなるほど、回避する（下のバー）
割合が増えた（図２Ａ）。同一の視覚刺激に対しても、視床枕の応
答が弱い場合には、サルは回避行動を選択し、応答が強い場合
には、判別行動を選択する傾向が、示された（図２Ｂ）。以上から、
知覚意識を支える上で不可欠な「確信度」という信号が、視床枕と
いう脳領域で、計算されていることが分かった。 
 
【平成２５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 
・適応モデル動物を用い、脳が状況・文脈・動機に合わせて
柔軟な制御を行っている際の単一神経細胞活動を、嗅周囲皮
質などと関連する脳部位において行い、内的変数（動機・記
憶や注意）や外的変数（刺激パターン等）の変化と神経細胞
活動との相関をミリ秒の時間分解能で解析する。 
 
【開発技術の用途】 
・あるタイプの意識障害の病態メカニズム解明や、人工知能へ
の応用に役立つことが期待される。 

図１ サルに課した二つの行動課題 

図２ 判別回避課題における行動パターン
と視床枕の活動 
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ノイズに強いモバイル脳波計測システムの開発         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】 

2010年の試作機第１号完成以来、高度化開発を進めてきた
ニューロコミュニケーターにおいて、臨床現場に存在する
電気的ノイズへの対策となる新技術が開発され、実用化に
向けたの課題が一つ克服された。 
 

【平成２５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 
・臨床現場等で問題となっている医療機器や家電ノイズへ
の耐性を高めるために、ハードとソフトの両面において革
新/改良を行うことで脳波計測システムのモバイル利用を
促進する。 
 

【開発技術の用途】 
・重度運動機能障がい者を対象とした意思伝達支援システ
ムとしてニューロコミュニケーターを家庭内あるいは医療
機関等などの電気的ノイズが多い環境で使用する場合に高
品質の脳波データを計測することが可能となる。 
・その他、ニューロマーケティング目的のフィールド実験、
あるいは一般家庭における脳波による「脳トレ」ゲームな
どニューロコミュニケーション技術の様々な活用場面で性
能と装置の基本性能向上に貢献する。 

図１ ノイズに強い新構造のヘッドギア 

図２ 新型ヘッドギアで利用場面が拡大 

特殊な構造のヘッドギア 
元の状態（ノイズレベル：高） 

新システム（ノイズレベル：低） 

（イメージ
図） 
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「高齢者・障害者の感覚特性データベース」の公開     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】 
過去10年以上にわたり、国内外の延べ3,000名超の高齢者・
障害者を対象に行ってきた感覚特性の計測結果を広く産業
界等で活用してもらうために、「高齢者・障害者の感覚特
性データベース」を構築し、インターネット上で一般に公
開した。 
 本データベースは、それらの計測結果に基づいて制定さ
れた日本工業規格（JIS）等の使用者に対して、規格活用の
ためのWebツールを提供することも兼ねている。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表1】II-2-(1)-②, IV-3-(1)-③ 日常生活にお
ける人間の生理、心理及び行動の統合的計測と健康生活へ
の応用技術開発とその国際標準化 

・公共空間の音案内及び報知光のISO規格原案各1編を提案
し、審議開始を目指す。高齢者の聴覚特性、音声アナウン
ス、色の組合せ、最小可読文字サイズ、及び触知図形のISO
規格案各1編、並びにアクセシブルデザインに関するISO/TR
改訂案1編の国際審議をそれぞれ継続する。新たに、消費生
活用製品の音声案内のISO規格化提案に向けた作業を開始す
る。 
 
【開発技術の用途】 
・産総研の提案した国内規格（JIS）、国際規格（ISO規
格）の理解促進と活用の拡大 
・高齢者・障害者にも適した製品・環境等の開発・普及の
促進 

図 データベース画面の例 
（上）年齢別にみた聴力の個人差分布 
（下）可読文字サイズの推定ツール 
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情報通信エレクトロニクス分野 

タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１ 
 

3次元LSI積層製造プロセスに向

けた検査システムの構築と動作
検証 

3次元LSI積層実装技術の実用化に向けて、検査技術と放熱技術が重要課題と
なっている。平成25年度は、1600多ビット幅の積層バスインターフェース回路を
中核として、バウンダリスキャンテスト技術および微細ピッチシートプローブ技術
を用いた積層接続検査システムの試作評価を進めた。また、マイクロ流路放熱
構造を組み込んだ3次元LSI積層構造を提案し、評価TEGの設計・シミュレーショ
ン解析によりホットスポット抑制効果を確認した。国際会議 ICSJ 2013において
ベストペーパー賞受賞。 

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 

 
２ 

ミニマルファブ試作ラインの開
発 

・実用ミニマル装置（塗布、現像、露光、加熱炉、化学機械研磨、洗浄）の商用
機を開発し、実際に一部の装置は今年度内に販売された。 
・CVDについては、ミニマル装置化へ向けた、反応炉内の気流制御による省ガ
スプロセス開発を行った。 
・プラズマエッチングとプラズマスパッタについては、プラズマ電源と冷却器、
ウェハ搬送ユニット、リアクターの小型化を行い、ミニマル筐体に収まる実動機
を開発した。 
・ミニマルファクトリー技術（局所クリーン化搬送系、ミニマルシャトル、装置制御
システムなど）の実用化と仕様の共通化を進めた。 
・開発したミニマル装置だけを用いて、MOSFETトランジスタを試作し、良好な電
気的特性を得ることに成功した。また、見本市であるセミコン会場にて、半日で２
０種のミニマル装置を起動し、MOSFETを一日で製造するデモを行い注目を集
めた。 

ナノエレクトロニクス研究部門 
中期計画【別表1】I- 1-(1)-① 
（中期計画3-(1)-②） 
整理番号0000121-100 

 
３ 

不揮発性メモリMRAMの超微細

化を可能とする高性能素子を開
発 

・不揮発性メモリMRAMに適した垂直磁化型磁気抵抗素子の研究開発
を行い、超低抵抗領域で100%を越える磁気抵抗比を初めて実現すると
ともに、11 Merg/ccという巨大な磁気異方性を持つ新磁性層を開発した。
これにより、超微細MRAMの設計が可能となった。 
・採択率の低い国際会議IEDM 2013で招待講演を行った。 

ナノスピントロニクス研究センター 
中期計画【別表1】 I-2-(3)-① 
整理番号0000044-100 

 
４ 

熱によるSiへのスピン入力信号
の電界による変調に成功 

これまでの研究により「スピントンネル・ゼーベック効果」という新現象
を発見し、強磁性電極とSi間の熱勾配を利用してSi中へスピンのデ
ジタル情報を入力する手法の開発に成功している。H25年度は、同
効果により熱的にSi中に入力されたスピン信号強度を、強磁性電極
とSi間に電界を印加することにより大きく変調することに成功した。こ
の成果は、廃熱を再利用する新しいグリーンITの実現に道を拓くも

のである。 
・ 関連論文：Nature Materials 13, 360 (2014). 

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 
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平成２５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） 



情報通信エレクトロニクス分野 

タイトル 概 要 実施ユニット 

 
5 
 

光パスネットワークにむけた超
小型光スイッチチップの試作に
成功 

・従来ネットワークより3桁高いエネルギー効率が期待される、ダイナ
ミック光パスネットワーク実現には超小型光スイッチが不可欠で
ある。今回シリコンフォトニクスを用いて世界最小の8x8光スイッ
チ・チップの試作に成功し、ECOC（欧州光通信国際会議）の
PDP(ポストデッドラインペーパー)に採択された。ECOCのPDPは、
当該分野において非常に注目度が高く、産総研のプレゼンスを当
該分野の全世界の関係者に知らしめた。 

ネットワークフォトニクス研究
センター 
中期計画【別表1】III- 1-(1)-③ 
整理番号0000310-100 

 
6 

高精細フレキシブル回路配線の
簡易印刷製造技術 

・本年度開発した、銀ナノメタルインクと反応性表
面を用いた高解像度配線パターン印刷法は、バルク
金属なみの低抵抗率、高解像度、高材料使用効率、
低温印刷を同時に満たす技術で、従来にない画期的
な技術である。 

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】III- 1-(1)-② 
整理番号0000305-100 

 
7 

有害な鉛を含まない圧電セン
サーを開発 

電子情報技術産業協会の規格に従い、鉛フリー圧電
セラミックスの圧電特性を評価した。開発した鉛フ
リー圧電セラミックの電気機械結合係数kpは0.58で、
圧電定数d33は356であり、代表的な鉛系圧電材料
（PZT5A)と同等であることが示された。圧電特性の
評価結果に基づき、AEセンサーや超音波距離セン

サーの製作を行い、鉛フリー圧電センサーの実用化
への可能性を示すことが出来た。リーク電流抑制に
むけ薄膜の緻密化・高結晶化としてステップテラス
構造をもつ高品質なエピタキシャル膜の作製に成功
するとともに、組成ズレしにくいアニール法および
成膜方法を見出した。以上、当初計画に無かった、
鉛フリー圧電セラミックを用いた各種センサの開発
を行い、鉛フリーセンサの実用化を提示することが
出来た。これらの成果についてプレス発表を行った。 

電子光技術研究部門 
中期計画【別表1】III- 1-(1)-② 
整理番号0000309-100 
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平成２５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） 



情報通信エレクトロニクス分野 

タイトル 概 要 実施ユニット 

 
8 
 

光電子集積システムの世界最高
性能を実証 

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)と
協力し光電子集積システムを開発し、30Tbps/cm2の
信号伝送密度を実証、数値目標の3倍の成果を一年前

倒しで達成した。また、光電子集積システムに量子
ドットレーザを集積し、120℃まで無調整で安定に動
作することを実証し（信号伝送密度： 15Tbps/cm2 ）、
実システムへの展望を開いた。 
 独自開発の３次元光回路においても、波長依存性
が小さく、広帯域で変換効率の高い層間信号伝搬素
子を試作、評価し、1.8dBの低損失を実証した。 

電子光技術研究部門 
中期計画【別表1】I- 4-(3)-② 
整理番号0000116-100 

 
9 

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 

本研究において開発を行った秘匿データベース検索
技術のデモシステムを、情報セキュリティ研究分野
における国内最大級の研究会である2013年コン
ピュータセキュリティシンポジウム（CSS 2013）に
出展し、最優秀デモンストレーション賞を受賞した。 

セキュアシステム研究部門 
中期計画【別表1】III- 3-(1)-④ 
整理番号0000295-100 

 
10 

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とPUFの評価プラットフォーム 
MiMICC (Miniature Measurement IC Card) について国際
会議IEEE GCCE2013 (Global Conference on Consumer 
Electronics) でデモ展とポスタ発表を行いOutstanding 
Poster Award を受賞した。 

セキュアシステム研究部門 
中期計画【別表1】III- 3-(5)-① 
整理番号0000359-100 
中期計画【別表1】IV- 3-(1)-⑥ 
整理番号0000396-100 

 
11 

高所調査用ロボット 本田技術研究所と共同で高所調査用ロボットシステ
ムを開発し、東京電力も交えた3社共同研究の下、東
京電力福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋1階の

調査を実施し、東京電力福島第一原子力発電所廃止
措置への有益な情報を得た。 

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 
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平成２５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） 



情報通信エレクトロニクス分野 

タイトル 概 要 実施ユニット 

 
12 

 

産総研主導の世界初の生活支援
ロボット国際安全規格 
ISO13482の発行 

世界で初めての生活支援ロボットの安全認証・試験
方法の国際標準規格原案を策定し、国内企業、工業
会、関係各国と連携して標準化活動を推進し、平成
25年2月にISO13482として規格が発行された。発行
と同時に国内ロボットメーカー2社の認証も行われた。 

知能システム研究部門 
中期計画【別表1】II- 3-(2)-① 
整理番号0000298-100 

 
13 

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 

・ウェブ上の音楽コンテンツの関係性を可視化する新たな音
楽視聴支援サービスSongrium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。 
・ウェブマイニング技術および音楽理解技術に基づき、動画
共有サービス（ニコニコ動画、YouTube）上の音楽動画60万
件の関係性を抽出し可視化することに成功した。 
・ユーザーは一連の可視化機能で明らかになる多様な関係
性を手掛かりに楽曲や派生作品と出会うことができる。 
・平成２４年度の主な研究成果である能動的音楽鑑賞サー
ビスSongleを発展させ、Songriumとの連携を実現した。 

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 

 
14 

地理空間情報の高度利用技術と
新サービス創出 

・米国の人工衛星Landsat8の地球観測データを、衛星から
の直接受信後約1時間半でインターネット公開まで行うシス
テムを構築し、一般にサービス提供を開始した（同衛星を運
用する米国USGSの場合24時間程度かかる）。 
・毎日蓄積される衛星データを容易に取り出せるアーカイブ
システム技術や、他のデータと統合するための横断的な検
索サービス技術などを組み合わせ、ワンストップでデータを
提供できるシステムを構築した。 

情報技術研究部門 
中期計画【別表1】III- 3-(4)-② 
整理番号0000357-100 
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平成２５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） 



3次元LSI積層製造プロセスに向けた検査システムの構築と動作検証 
 ナノエレクトロニクス研究部門                         

【研究成果の概要】 
 本研究では、LSIシステムの低消費電力化コア技術として期待
される３次元LSI積層実装技術について、検査・放熱技術の開発
に取り組みました。シリコン貫通電極（TSV)と微細バンプによ
り積層化する製造プロセスで積層前後の特性評価に用いる透明
コンタクトシート方式検査システム(図1）を構築し、50µm厚薄
型SRAMチップおよび微細TSV形成TEGチップによる検査動作検証
(図2）に成功しました。本成果は、国際会議ICSJ2013において
ベストペーパー賞を受賞しました。また、マイクロ流路放熱構
造を組み込んだ3次元LSI積層構造について、CPU・メモリ積層時
のホットスポット抑制効果をシミュレーション解析で検証しま
した。  
 
【平成２５年度計画との関連】 
中期計画小項目：２-(3)-① 電子デバイス及び集積回路の省エ
ネルギー化 
・前年度に開発した1600ビット並列バスインターフェース回路
を適用した3次元LSI積層応用システムの設計・TEG試作評価を

進める。また、ヒートスプレッド層とマイクロ流路放熱構造を
組み込んだ3次元LSI積層構造について、設計・シミュレーショ
ン解析に加えて、TEG試作・評価を進める。 
 
【開発技術の用途】 
・携帯情報機器、情報家電等 
・スマートモビリティ機器、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 3次元LSI積層製造プロセス検査システ
ムの位置合わせ機構と透明コンタクトシート 

図２ 50µm厚薄型SRAMチップ検査結果(左）コン
タクト不良、リーク電流（右）WRITE/READ 
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48 

 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を、半導体産業最大の見本市であるセミコ
ンジャパン2013に出展した。トランジスタを史上始めて見本市のその
場で試作し、登録者4,000名の大反響を得た。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は、本年度26会員を
加えて105会員となり、開発を加速した。国家PJの２年度にもかかわ
らず、開発を大いに進め、一部の装置群は商品化され実際に販売さ
れた。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、真空装置対応前室を開発し、真空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】 
中期計画小項目： 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 
・H24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2013↑ 

メガファブとミニマルファブ 

リソグラフィ実演中 

会場で試作したト
ランジスタ→ 

平成２５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） 



不揮発性メモリMRAMの超微細化を可能とする高性能素子を開発  ナノスピントロニクス研究センター                          

【研究成果の概要】 
不揮発性メモリMRAMに適した垂直磁化型磁気抵抗素子の研
究開発を行い、超低抵抗領域で100%を越える磁気抵抗比、な
らびに150 mV以下の低電圧動作を初めて実証した。これによ
り、超微細MRAMの低電圧設計が可能となった。 
・採択率の低い国際会議IEDM 2013で招待講演を行った。 

 

【平成２５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 

・垂直型磁気抵抗素子の磁気抵抗比を倍増させる。 

・5 Merg/cc以上の高磁気異方性の実現を実現する。 

 
【開発技術の用途】 
・大容量・高速・高信頼性の不揮発メモリであるスピンRAM
（STT-MRAM）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１ 超低抵抗領域で100%を超える
磁気抵抗比を実現 

図２ 150 mV以下の低電圧動作を実証 

48 

平成２５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） 



50 

熱によるSiへのスピン入力信号の電界による変調に成功    ナノスピントロニクス研究センター                         

【研究成果の概要】 

これまでの研究により「スピントンネル・ゼーベック効
果」という新現象を発見し、強磁性電極とSi間の熱勾配を
利用してSi中へスピンのデジタル情報を入力する手法の開
発に成功している。H25年度は、同効果により熱的にSi中
に入力されたスピン信号強度を、強磁性電極とSi間に電界

を印加することにより大きく変調することに成功した。こ
の成果は、廃熱を再利用する新しいグリーンITの実現に道

を拓くものである。 
・ 関連論文：Nature Materials 13, 360 (2014). 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 熱によりSi中に生成されたスピン
信号の電界に対する応答。 
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小項目 別表1 III- 1-(1)-③  
光通信の波長及び空間の高密度化  

・平成26年度に計画している光パスネットワークの大
規模実運用テストベッドに向けたハードウエアの開発
を行う。光スイッチでは、テストベッド用にスイッ
チ・チップの光ファイバ実装および制御装置の開発を
行う。機器レベルでは、異なる粒度を扱うさまざまな
スイッチを統合的に制御するダイナミックノード制御
ボックスの開発を進める。伝送技術では、パラメト
リック分散補償器の装置化完成、位相感応型光信号処
理技術の高度化、高効率光多重技術などの研究を進め
る。 
【開発技術の用途】 
・従来のネットワークに比較して３桁以上の省電力化
が可能なダイナミック光パスネットワーク実現には超
小型光スイッチが不可欠である。今回試作に成功した 
光スイッチは、ダイナミック光パスネットワーク実現
の大きな一歩となる。 

【研究成果の概要】 

【平成２５年度計画との関連】 

光パスネットワークにむけた超小型光スイッチチップの試作に成功 ネットワークフォトニクス研究センター                          

シリコンフォトニクスを用いて世界最小の8x8光スイッ
チ・チップの試作に成功した。この成果は、ECOC（欧
州光通信国際会議）のPDP(ポストデッドラインペー
パー)に採択された。ECOCのPDPは、当該分野において
非常に注目度が高く、産総研のプレゼンスを当該分野
の全世界の研究者に知らしめた。 

図１産総研の提案する 
ダイナミック光パスネットワーク 

図２ 今回実現した8x8 光スイッチ 

Logically, 4x4 regular lattice in core
with multi-granular switching.
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高精細フレキシブル回路配線の簡易印刷製造技術   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】 

 情報入出力機器のフレキシブル、小型化のため、導体微

細配線パターンの簡易印刷法(Surface Photo Reactive 
Nanometal Patterning)を開発した。本法は、特定の表面パ

ターン上にのみナノ粒子の銀インクが融着し、それが薄膜

(膜厚：約30nm程度）に成長して、低抵抗銀配線が描画で

きるという手法で、同法による導体微細配線は、低温印刷、

高解像度(1μm程度：図1)、高材料使用効率等の特徴を有

し、かつバルク金属なみの低抵抗率を示すなど、従来にな

い画期的な技術になっている。 
 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 

・ナノメタル配線の超簡易印刷製造技術を開発する。 

 

【開発技術の用途】 
 ・ タッチパネル、ディスプレイ、太陽電池等に用いられる透明

導電膜形成技術 
 ・ フレキシブルディスプレイ、フレキシブルセンサ等のフレキシ

ブル情報端末機器の印刷製造技術 

図１ SuPR-NAP法により形成した銀配線パ
ターン。形成した配線幅は、約1μｍ 
（右）となっている。 

   図２  SuPR-NAP法とスピンコート法（従来
法）により形成した銀表面の電子顕微鏡像。 
SuPR-NAP法では、ナノ粒子が融着している 

Line width：1.02
～1.21μm 

25 µm スピンコート印刷 SuPR-NAP 

100 nm 100 nm 

平成２５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） 



有害な鉛を含まない圧電センサーを開発    電子光技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
産総研が開発した鉛フリー圧電セラミックスを組み込んだ
AE(Acoustic Emission)センサーを開発し、従来品である
有害物質の鉛系AEセンサーと同等以上の感度をもつことを
示した。近年、老朽化した社会インフラの維持および管理
が深刻な問題となっている。開発したAEセンサーをコンク
リート片に取り付け、一軸圧縮試験による破壊時のAE信号
の測定を行った。現在、鉛フリーAEセンサーを既設の橋梁
に取り付け、社会インフラのヘルスモニタリングへの検証
を進めている。今後、開発を行った鉛フリーAEセンサーは、
安全・安心な社会の実現への貢献が期待できる。 
 

【平成２５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 
・実用化を目指し、鉛フリー圧電セラミック材料の特性

データを整備するとともに、各種デバイスの試作および評

価試験を行う。 
【開発技術の用途】 
・道路・橋梁・トンネル・水道管など社会インフラのヘル
スモニタリング用センサーとしての応用 

図１ 鉛フリーAEセンサーの感度特性 

図２ 鉛フリーAEセンサーを使ったイ
ンフラヘルスモニタリングのイメージ 

鉛系AEセンサーと同
等の感度及び周波数

特性 

鉛系AEセンサーと同等の
感度および周波数特性 

AEセンサー 

データ収集 

亀裂の発生・進展 

AEセンサー 

データ解析 

  
  

劣化状態の把握 
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      光電子集積システムの世界最高性能を実証            電子光技術研究部門                        

【研究成果の概要】 

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)と協力し、

光源、光導波路、光変調器、受光器を一体集積した光電子集
積システム（シリコン光インターポーザ）を開発し、
30Tbps/cm2の信号伝送密度を実証、数値目標の3倍の成果を

一年前倒しで達成した。また、光電子集積システムに量子
ドットレーザを集積し、120℃まで電流値等を無調整で安定
に動作することを実証し（信号伝送密度： 15Tbps/cm2 ）、
実システムへの展望を開いた。 
 独自開発の３次元光回路においても、アモルファスシリコ
ンを用いて、方向性結合器よりも波長依存性が小さく広帯域
で変換効率の高い層間信号伝搬素子を試作、評価し、1.8dB
の低損失を実証した。 
【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表1】I- 4-(3)-② 整理番号0000116-100 
        III- 1-(3)-② 整理番号0000323-100 
･10Tbps/cm2の信号伝送密度を実証する。また、温度無依存

特性を特徴とする量子ドットレーザを光源集積した光電子融
合システムを作製、評価する。 
･アモルファスシリコンを用いた積層型方向性結合器を作製
し、光信号の伝搬特性を評価する。 
【開発技術の用途】 
・情報処理・情報通信機器の低消費電力化、高機能化 

図１ 試作したシリコン光インターポーザ 

図２ 層間信号伝搬素子の損失測定 
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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技術として、利用者のプライ
バシ情報を秘匿したままでのデータ処理を可能とするさまざまなプロ
トコルの設計と安全性評価を行った。特に、昨年度より戦略予算研
究課題として生命情報工学研究センター（CBRC）と共同研究を進め
ている秘匿データベース検索技術について、実用に耐えうるレベル
のデモ実装を行い、同技術の導入先候補となる外部機関を獲得し
た。 
・本研究において開発を行った秘匿データベース検索技術のデモシ
ステムを、情報セキュリティ研究分野における国内最大級の研究会
である2013年コンピュータセキュリティシンポジウム（CSS 2013）に出
展し、最優秀デモンストレーション賞を受賞した。 

【平成２４年度計画との関連】 
小項目：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 

開発した秘匿データベース検索システム 

利用者 
データベース 

検索内容は秘匿 

ヒットした件数のみ 

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２５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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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】 
・評価対象のサイドチャネル攻撃の種類の拡充と取得波形数を1000
万に増やす改良を行うとともに、波形データベースを構築した。 
・国際標準暗号を動的再構成で切り替えることにより、静的な実装に
比較して、回路規模と消費電力を大幅に低減させることに成功した。 
・PUF（Physically Unclonable Function）の独自方式であるPL-PUFと、
従来のArbiter PUFの性能評価・比較を行い、PL-PUFが極めて高い
ユニーク性を示すことを明らかにした。また既知の機械学習を適用し、
従来ＰＵＦはクローン作成が可能であるのに対し、PL-PUFはクローン
作成が困難であることを確認した。 
・サイドチャネル攻撃とPUFの評価プラットフォームMiMICC (Miniature 
Measurement IC Card)を開発した。当該研究は国際会議でデモ展示
とポスター発表を行いOutstanding Poster Awardを受賞した。 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：3-(1)-⑥、3-(5)-① 情報システム製品のセキュリティ評価技
術 
・攻撃技法の拡充や測定解析ソフトウェアの開発・改良を進める一方、
波形データベースの構築に着手する。 
・FPGAの動的再構成機能を用いた暗号実装方式を評価し、動的な
方法の優位性を検証する。 
・複数のテクノロジのプロセス上でPUFの性能評価を行い、偽造防止
技術の実用性検証を進める。また、機械学習を用いてデバイスのク
ローンを作成する攻撃実験を行い、 PUFの安全性評価を行う。 
【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 

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 

ICカード模擬FPGAカード 
MiMICC 

PUF 

不正 
コピー 
不正 
コピー 

平成２５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） 

http://www.cryptrec.go.jp/index.html
http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/


      高所調査用ロボット                       知能システム研究部門                          

【研究成果の概要】 
本田技術研究所と共同で高所調査用ロボットシステムを開
発し、東京電力も交えた3社共同研究の下、東京電力福島
第一原子力発電所2号機原子炉建屋1階の調査を実施し、東
京電力福島第一原子力発電所廃止措置への有益な情報を得
た。 

 

【平成２５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 

・東京電力福島第一原子力発電所廃止措置に貢献する技術

開発を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・東京電力福島第一原子力発電所原子炉建屋内部高所の放
射線量・設備状況の調査に引き続き使用される。 
・当該調査で得られる建屋内の放射線量・設備状況等のデー
タは、東京電力福島第一原子力発電所廃炉の中で活用される。 
・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 
（左：調査姿勢、右：移動姿勢）  
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【研究成果の概要】 
 生活支援ロボットの実用化、普及において、安全性の保
証が課題であった。これに対して、以前より産総研が主導
して原案を策定し、国内企業、工業会、関係各国と連携し
て標準化活動を推進してきた、世界で初めての生活支援ロ
ボットの安全認証、試験方法の国際標準規格 ISO 13482が、
平成25年2月に規格発行された。図１に示す認証体勢も併
せて整備してきた結果、発行と同時に図２に示すような国
内ロボットメーカー2社の認証も、世界で初めて行われた。 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表１】II-3-(2)-① ロボットの安全性評価
のためのリスクマネジメント技術の開発 
・産総研で開発されたシミュレーターを用いたリスクアセスメン
ト技術をロボットメーカに提供して手法と技術の普及を促進す
る。試験方法の国際標準原案の発行に向けてISO国際会議を

推進する。安全性の試験・認証の事業化に向けた研究を加速
する。 
【開発技術の用途】 
・発行されたISO13482に基づいて生活支援ロボットの安全
認証を行い、安全性を保証する。 
・生活支援ロボットの安全性、信頼性向上のための技術標
準、スタンダードとして活用。 
・日本のロボットメーカーが安全試験や認証で先行するこ
とにより、国際競争力を強化する。 

図１ロボットの安全性評価体制 

図２生活支援ロボットの安全認証事例 

ISO13482:2014 

（株）ダイフク 
「エリア管理 
  システム」 

世界初の認証 

パナソニック（株） 
「リショーネ®」 

産総研主導の世界初の生活支援ロボット国際安全規格ISO13482の発行 知能システム研究部門                         
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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】 
・ウェブ上の音楽コンテンツの関係性を可視化する新たな
音楽視聴支援サービスSongrium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。 
・ウェブマイニング技術および音楽理解技術に基づき、動
画共有サービス（ニコニコ動画、YouTube）上の音楽動画
60万件の関係性を抽出し可視化することに成功した。 
・ユーザーは一連の可視化機能で明らかになる多様な関係
性を手掛かりに楽曲や派生作品と出会うことができる。 
・平成２４年度の主な研究成果である能動的音楽鑑賞サー
ビスSongleを発展させ、Songriumとの連携を実現した。 
 
【平成２５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 
・ユーザ貢献活用型Webコンテンツ技術に関して、音声等
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
を実施し、さらに新たなサービスを立ち上げる。 

 

【開発技術の用途】 

・産業界と連携し、動画視聴の効率化、音楽情報検索、音
楽推薦、音楽配信サービスなど、さまざまな応用に展開し
ていく。 

関係性を意識した音楽鑑賞ができる多機能な 
音楽視聴支援サービスSongrium（ソングリウム） 

オリジナル楽曲とそれに触発されて生まれた 
派生作品群との関係性を自動抽出して可視化 
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地理空間情報の高度利用技術と新サービス創出                     情報技術研究部門                          

【研究成果の概要】 
・米国の人工衛星Landsat8の地球観測データを、衛星から
の直接受信後約1時間半でインターネット公開まで行うシ
ステムを構築し、一般にサービス提供を開始した（同衛星
を運用する米国USGSの場合24時間程度かかる）。 
・毎日蓄積される衛星データを容易に取り出せるアーカイ
ブシステム技術や、他のデータと統合するための横断的な
検索サービス技術などを組み合わせ、ワンストップでデー
タを提供できるシステムを構築した。 
 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表１】III-3-(4)-② 地理空間情報の高度利

用技術と新サービス創出 

・地理空間情報の基本サービスのひとつとして、H25年度

計画時にはなかった「Landsat8のデータ公開システム構築

とサービス提供」を新たに実施した。 
【開発技術の用途】 
・都市計画，森林火災・噴火などの防災，環境の監視，農林
水産業 などの分野で制限なく即時に利用できるデータとして

の活用。 

図１ Landsat8データ即時配信システム 

図２伊豆大島における観測事例 

台風による地滑り 
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タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１ 
 

銅の100 倍まで電流を流せる
カーボンナノチューブ銅複合材料 

銅イオンの有機系溶液および水溶液を用いた電気めっき
法により、スーパーグロース法で合成した単層CNT と銅
を複合化させて、配線用のCNT 銅複合材料を作製した。
この複合材料は軽量で、これまでにない高い電気伝導度
と大きな電流容量をもつ。さらに高温でも優れた電気伝
導度を保てる。そのため、今後のデバイスの小型化・高
性能化に対応できる配線材料として期待される。 

ナノチューブ応用研究センター 

中期計画【別表１】I-4-(2)-①、Ⅲ-
2-(2)-① 

整理番号0000106-100、0000341-
00 

 

 
２ 

プラズマＣＶＤ合成グラフェンの結
晶品質の格段の向上に成功 

銅箔基材を直接通電加熱することで析出する炭素を原
料とし、これをプラズマ処理することで、結晶核発生密度
と成長速度を低減し、結晶品質の高いグラフェンを短時
間で合成する手法を開発した。これにより電気的特性も
格段に向上し、従来のメタンガス供給方式で移動度
100cm2/Vs程度であったところを、この手法により
1000cm2/Vs以上を達成した。層数の制御性も向上した。 

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 

単原子層デバイス電子特性の精
密制御に成功 

 

二次元構造物質である単原子層二硫化モリブデンにお
いて原子レベルでｎ型およびp型ドーピングの制御を行い、
その構造の安定性を実証した。また二硫化モリブデンと
二硫化タングステンを原子レベルで混合させることで、い
ままでは不可能であった単原子層デバイスのバンド
ギャップ変調を制御できることを示した。 

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 

通信距離を3倍にするセンサ
ネットワーク技術の開発 
 

周波数と拡散符号を用いた多値化技術により、微弱
電波通信距離を3倍程度にし得る超低消費電力無線セ
ンサネットワーク用通信LSIと、それを用いた世界最
小の無線センサ端末チップを実現した。 

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：0000369-100、
0000347-100 

ナノテクノロジー・材料・製造分野 
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平成２５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） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
５ 
 

光MODにより作製した高輝度フレ
キシブル蛍光体膜 
 

産総研独自のコーティング技術（光MOD）で、フレキシブ
ル基板上に、従来の1/3の膜厚で1.5倍の発光強度を示
す大面積蛍光体膜の作製に成功。 

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 

エネルギーモジュール製造技術
でのブレークスルー 
 

従来型燃料電池と異なるSOFCの新たな用途の実用化
にむけ、マイクロSOFC材料・製造技術をベースとしたマ
イクロSOFC型小型電源の開発プロジェクトを開始。 
また、AD法による二酸化チタン多孔質光電極構造の作
製を行い、樹脂フィルム基板への色素増感型太陽電池
製造技術として、世界最高レベルの変換効率（8.0％）を
得ることに成功。量産化の目途を得た。 

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 

希薄合金・汎用合金を対象とした
新規成形技術の開発 
 

希薄合金（Mg-0.2wt%Ce合金）を対象として室温成形性
を改善する圧延プロセスを開発した。また、汎用Mg合金
を対象として200℃以下の低温で鍛造成形する技術を開
発した。さらに、汎用Al合金についても凝固過程で振動を

付与することで組織を微細化する技術を開発した。これ
らの成果をもとに平成25年度開始の未来開拓プロジェク
ト「革新的新構造材料等技術開発」（技術組合：ISMA)に
参画した。 

サステナブルマテリアル研究部門 

中期計画【別表１】I-2-(1)-③ 

整理番号0000023-100 

 
８ 

革新的ガスクロミック方式によ
る調光ミラーシートの開発 

ガスクロミック型の調光ミラーについては、これま
でペアガラスの使用が前提となっていたが、透明な
シートを単板ガラスに貼り付ける方法を開発した。
これにより、従来のガスクロミック方式の安全性を
含む大きな制約を克服することができた。本件のプ
レス発表の後、実用化に近づいたとの判断から企業
からの問い合わせが急に増え、そのいくつかの企業
と共同研究に至った。 

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 

ナノテクノロジー・材料・製造分野 
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平成２５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） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

９ 

ナノテクとプロセス技術で省
レアメタル部材を開発 

白金族使用量を削減した高性能ディーゼル酸化触媒を調製プ
ロセスの最適化による触媒性能の向上と生産性の向上に成功
した。また、産総研で開発したWC-FeAl素材を長尺化し、無垢
ドリル素材を開発した。さらに、タングステンをチタンに
置き換えたレアメタルフリー耐熱性硬質材料を開発した。 

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 

１０ 

有機薄膜太陽電池セルのバルク
へテロジャンクション構造の解析 

STEM-EDX装置による薄膜断面構造の解析を行い、電子ナノ
プローブによる高速元素マッピングにより有機層内部の相分離
構造と組成の定量解析が可能となった。太陽電池デバイス性
能と相分離構造の相関を詳細に検討することが可能になると
期待される。 

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：0000094-100、
0000329-100 

 

１１ 

ナノ粒子を利用した焼却灰のセ
シウム除染の実証  

樹木の幹や枝などの焼却灰に残留する放射性セシウムをプル
シアンブルーナノ粒子吸着剤により抽出・回収する技術を開発
し、その有効性を実証試験プラントを用いて検証した。焼却灰
中の放射性セシウムを水に抽出し、その灰中の放射性セシ
ウムの60～90 %を除去することに成功した。抽出された放
射性セシウムは、灰の約500～3,000分の1の重量のナノ粒
子吸着剤によって回収できた。 

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 

 

１２ 

アモルファス金属酸化物の構造
に単純な秩序があることを提案  

トランジスタやメモリーなどの絶縁膜や太陽電池の透明電極の
材料として注目されているアモルファス金属酸化物の構造モデ
リングを行った結果、アモルファス金属酸化物には金属の種類
や、金属と酸素の比率によらない共通の原子配列があることを
見出した。 

ナノシステム研究部門 

中期計画【別表1】I-2-(1)-
⑤、Ⅲ-2-(1)-⑤ 

整理番号：0000103-100、
0000338-100  

ナノテクノロジー・材料・製造分野 
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平成２５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） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１３ 

 

電界放出機構のミクロな機構を解
明 

ダイヤモンド表面からの電子放出デバイスを用いた
真空スイッチが検討されており、高効率電界放出性
能と化学的安定性が求められている。ダイヤモンド
表面の化学修飾を第一原理計算による電界放出のシ
ミュレーションにより設計し、表面上の原子配列構
造から演繹的に電子の電界放出効率を予測するルー
ルを見出した。 

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：0000104-100、
0000339-100  

 
１４ 

有機太陽電池の光電変換効率の
理論的な限界を試算 

有機太陽電池と無機太陽電池の電荷分離機構の違いを
考慮した理論計算により、有機太陽電池の光変換効率
の理論限界を約 21 % と算出した。有機太陽電池が最も
高い効率を示す光の波長も算定した。本成果は有機太
陽電池の高効率化への指針となる。 

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：0000105-100、
0000340-100  

 
１５ 

湿度に応じて形態を変化し、ゲス
トを放出するナノカプセルの開発 

  

湿度や窒素化合物の有無に応じてシート状やコイル状に
形態変化する有機－無機複合型ナノチューブの構築に
成功した。湿度などの外部刺激に応じたゲストの放出加
速にも成功した。医療、トイレタリー分野等への応用が期
待される。 

ナノシステム研究部門 

中期計画【別表1】I-4-(2)-①、Ⅲ-
2-(2)-① 

整理番号：0000107-100、
0000342-100  

 
１６ 

ゲルを用いた単層カーボンナノチ
ューブの金属・半導体分離と単一
構造分離 

単層CNTの金属型と半導体型の大量分離技術のスルー
プットの向上に成功した。分離時のpHや溶質濃度を検討
し、分離純度95 %、収率 80 %という第３期中期計画目標
を前倒しで達成した。また、温度制御により、高純度かつ
単一構造の半導体型単層CNTの分離法を確立した。分
離機構に関しては、CNT表面の界面活性剤密度が関与
するという重要な知見を得た。 

ナノシステム研究部門 

中期計画【別表1】I-4-(2)-①、Ⅲ-
2-(2)-① 

整理番号：0000109-100、
0000344-100  

ナノテクノロジー・材料・製造分野 
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平成２５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） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

１７ 

バイオミネラリゼーションを利用
した遺伝子導入用基材の開発 

表面性状の異なる各種基材の表面でバイオミネラリゼーション
反応を誘起し、遺伝子導入機能を有するDNA-リン酸カルシウ

ム（CaP）ナノコンポジット層を作製した。CaPと高い親和性を有
する基材を用いると細胞への遺伝子導入効率を向上できるこ
とを明らかにした。このナノコンポジット層は、安全性の保障さ
れた認可済み医療用輸液製剤を原料として作製可能であり、
早期医療応用が期待される。 

ナノシステム研究部門 

中期計画【別表1】II-1-
(1)-1 

整理番号：0000188-100 

ナノテクノロジー・材料・製造分野 
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平成２５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） 



【研究成果の概要】 

銅イオンの有機系溶液および水溶液を用いた
電気めっき法により、スーパーグロース法で
合成した単層CNT と銅を複合化させて、配線
用のCNT 銅複合材料を作製した。この複合材

料は軽量で、これまでにない高い電気伝導度
と大きな電流容量をもつ。さらに高温でも優
れた電気伝導度を保てる。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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・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ＣＮＴ産業
創成のための基盤研究を行う。  
 
【開発技術の用途】 
・今後のデバイスの小型化・高性能化に 
対応できる配線材料 
・CNT 銅複合材料の大面積製造プロセス 
の開発と配線形状の作製 

図１ CNT 銅複合材料作製法の模式図 

図２ CNT 銅複合材料と従来材料の電気伝導度・電流容量の比較 

銅の100 倍まで電流を流せるカーボンナノチューブ銅複合材料    ナノチューブ応用研究センター      
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プラズマＣＶＤ合成グラフェンの結晶品質の格段の向上に成功     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法のさらなる条件最適化、基板表面処理
技術、高性能ドーピング技術、高品質転写技術の高度
化によりグラフェンの結晶サイズ向上(10→100nm)、電
気伝導性向上(移動度100→1000 cm2/Vs)に成功した。 
・ナノ結晶ダイヤモンド薄膜を利用したシリコンオン
ダイヤモンド基板(SOD)について、直接張り合わせによ
る作成のための表面調整法を開発した。さらにP形透明
導電膜の作成法の確立、および真空用ギアの表面保護
コーティングを開発した。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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・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 
・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 

図１ 含炭素ガス(メタンなど)を用いず銅箔基材
内部および合成環境から供給される炭素を用いて
の高品質グラフェンの短時間(30秒程度)合成 

図２ 結晶性の向上に伴う移動度の向上 
(1000 cm2/Vs以上を達成) 
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平成２５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） 



単原子層デバイス電子特性の精密制御に成功              ナノチューブ応用研究センター                          

【研究成果の概要】 
グラフェンや二硫化モリブデンなど二次元構造物質は電子
デバイスの構成要素として期待されているが、その電子特
性の精密制御はきわめて困難である。それは単原子層にお
ける異種元素やエッジを含む非周期構造の安定性が不明で
あったことにも起因している。単原子層二硫化モリブデン
において原子レベルでｎ型およびp型ドーピングの制御を
行い、その構造の安定性を実証した。また二硫化モリブデ
ンと二硫化タングステンを原子レベルで混合させることで、
従来不可能であった単原子層デバイスのバンドギャップ変
調を制御できることを示した（Nature Comm.誌、ACS Nano
誌、Adv. Mater.誌などに発表）。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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】 

・単原子層デバイスにおけるドーピング構造や規則・不規
則構造などその特性に大きく影響する要素の原子レベルで
の解明 
・制御された光物性・輸送物性の実現に向けたバンド
ギャップやドーパント特性の原子レベルでの制御 

図１ 開発した低加速電子顕微鏡を用いて、MoS2単
原子層中に存在するｎ型およびｐ型ドーパント単原
子（STEM像、左:Re，右:Au）の同定に成功 

図２ 異なるバンドギャップを持つMoS2とWS2の単原子
層合金 (Mo1-xWxS2)の構造(a上)とSTEM像(a下)、合金の
バンドギャップ変調に基づく蛍光スペクトル(b）とそ
の発光ピーク位置（c:実験値,d:理論値)の変化 
   バンドギャップ変調を制御することが可能に！ 
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平成２５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） 



通信距離を3倍にするセンサネットワーク技術の開発             集積マイクロシステム研究センター                          

【研究成果の概要】 
広帯域通信と、送信情報の最適化により、無線センサ端末の送
信電力を変えずに、通信距離を3倍程度にする技術を開発した。
本研究成果は、温度や湿度など緊急に必要となる情報ではなく、
従来のような高い通信信頼性を要しない場合に有効なシステム
を実現するものであり、例えば1000端末から構成されるセンサ
ネットシステムにおいて、14bitの情報を含む送信パケットを
1%以下の衝突におさえ、その分端末の消費電力を低減するもの
である。具体的には、直交信号を用いた12.8MHzの帯域におい
て128値の多値化を行うとともに、端末と受信機の同期や誤り
検出情報を削除した短電文化により、従来の2値変調と比較し
て1/7以下の低消費電力化を実現し、同電力の場合には3倍程度
の通信距離の増加が可能な無線センサ端末を新たに開発した。 
 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 
・新たな多値化技術により微弱電波通信距離を2倍以上にするこ
とが可能な通信LSIと、MEMS電力センサを開発し、小型の通信
機能付きセンサチップを試作する。 
 
【開発技術の用途】 
・本技術により、無線センサ端末の普及に必須となる自立電源
からの微小な電力で無線通信が可能となり、環境モニター、エネ
ルギー消費モニターなど、幅広いアプリケーションでの飛躍的な普
及拡大が期待される。 
 

図２ カスタムＬＳＩを搭載した無線センサ端末 

図１ 短電文化のイメージ 

無線センサ 
モジュール 

カスタムLSI 

温湿度センサ 

2.54mm 

プリアンブル ユニークワード 端末ID 送信内容 CRC 

電文の電波情報をメモリに保存し、 
詳細解析を行う手法により削除 

多値化による低
減 

同期のための情報 誤り検出情
報 
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平成２５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） 



光MODにより作製した高輝度フレキシブル蛍光体膜          先進製造プロセス研究部門             

【研究成果の概要】 
 オンデマンド・リペア、オンデマンドアップグ
レードシステムの構築を目的に、光MOD法(先進コー
ティングプラットホーム）による蛍光体膜製造プロ
セスの開発に取り組み、フレキシブル基板上に、従
来の1/3の膜厚で1.5倍の発光強度を示す高輝度大面
積蛍光体膜の作製に成功した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 
・レーザー援用LIJや光MOD及びその融合によるオン

デマンド・リペアシステムにより微細導電パターン
形成等の歩留まり向上を検証する。 
 
【開発技術の用途】 
・フレキシブル大面積膜製造システム 

・新安全標識開発による安全性の向上、新規照明に
も展開 
・赤外センサ、透明導電膜、触媒膜、高耐熱抵抗体
など 
 

図１大面積フレキシブル蛍光体膜 

図２高輝度白色発光 

従来サイズ 
3×3cm 

10×15cm 

70 

平成２５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） 



エネルギーモジュール製造技術でのブレークスルー   先進製造プロセス研究部門                          

【研究成果の概要】 
・従来型燃料電池と異なるSOFCの新たな用途の実用化に
向け、これまで研究を進めてきたマイクロSOFC材料・製造
技術をベースとし、NEDOプロジェクト「固体酸化物型燃料
電池実用化等推進技術開発」において、企業連携を構築し、
マイクロSOFC型小型電源の開発に取り組んだ。 
・AD法により、樹脂上に二酸化チタン多孔質光電極構造を
形成することに成功した。熱を加えない光電極作製プロセ
スとして、世界最高レベルの変換効率8.0％を達成した
(4mm角、AM1.5 100mW/cm2)。企業連携により、ロール・
ツー・ロール（ＲｔｏＲ）方式の色素増感型太陽電池の量産
化に目途を得た。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 

・モジュール等の試作技術の開発  

 
【開発技術の用途】 
・非常用電源、小型の家庭用高効率電源、移動搭載電源 
・住宅や移動体用の軽量・フレキシブルな電源 

図１ 産総研開発モジュールをベーストした企
業とのLPGカートリッジガス利用小型電源部材
及びシステムの開発 

図２ AD法でフィルム状へロール・ツー・ロール 
（ＲｔｏＲ）方式で試作した樹脂フィルム型 
色素増感太陽電池(2013年12月6日プレス発表) 
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平成２５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） 



希薄合金・汎用合金を対象とした新規成形技術の開発            サステナブルマテリアル研究部門 

【研究成果の概要】 
実用金属材料の中で最も軽量なマグネシウムに対して、輸
送機器への適用を促進するため、成形性の改善を行ってい
る。平成25年度は制振性に優れる希薄合金(Mg-0.2wt%Ce合
金)を対象に新圧延法による室温成形性の改善を行い、アル
ミニウム合金並みの成形性を付与した。また、汎用マグネ
シウム合金の鍛造技術においても組織微細化技術を組み入
れることで、200℃以下の低温でも複雑形状の構造部材を鍛
造成形できることを見出した。さらに、汎用アルミニウム
合金についても凝固過程で振動を付与することで組織を微
細化する高度溶解・鋳造技術を開発し、低温での半凝固成
形技術を開発した。これらの研究成果をもとに平成25年度
開始の未来開拓プロジェクト「革新的新構造材料等技術開
発」(技術研究組合：ISMA)に参画した。 

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：Ⅰ-2-(1)-③ 軽量合金による輸送機器の軽量化技
術の開発 
・難加工性のマグネシウム合金をアルミニウム合金並みに
成形する技術を開発する。 
 
【開発技術の用途】 
・環境に配慮した低燃費自動車部材 
・高速鉄道用構体部材 
・放熱性、軽量性に優れた電子部品及び家電製品筐体 

図１ 既存圧延法と新圧延法によるMg-0.2wt%Ce 
 圧延材の逆極点マップとエリクセン試験結果 

図２ 革新的新構造材料への参画 

未来開拓プロジェクト「革新的新構造材料等技術開発」 

輸送機器（自動車・鉄道・航空機など）の軽量化 

革新的アルミニウム材料 
革新的マグネシウム材料 
革新的チタン材料 

産総研 
サステナブル 
マテリアル研究部門 

新構造材料技術研究組合 

鉄鋼 非鉄 接合 CFRP 

36企業,1独法,1大学 
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平成２５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） 



革新的ガスクロミック方式による調光ミラーシートの開発    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、光学特性や耐久性に優れた調光ミラー薄膜の開
発を行ってきたが、本年度は、この材料を用いて、実際の
窓ガラスで使用可能な革新的なスイッチング方式を開発し
た。これは、図１に示したように、調光ミラー薄膜を蒸着
した透明シートをガラスに張り付け、その際自然に形成さ
れる微小なすきま内でガス交換を行う方式である。この方
法により、必ずペアガラスで使用しなければならないとい
う、従来のガスクロミック方式における大きな制約がなく
なり、また、この微小空間に導入した水素は即座に膜に吸
収されるため、安全性の問題も解決することができた。プ
レス発表後、多くの企業がこの技術に興味を示し、その中
の6社と早期の実用化を目指した共同研究を行っている。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：Ⅰ-2-(2)-④ 省エネルギー型建築部材及び家電部
材の開発 
・10,000回以上の透明／鏡状態のスイッチング耐久性を付
与した調光ミラーを開発する。 
 

【開発技術の用途】 
・この新方式によるガスクロミック調光ミラーシートを窓
ガラスに取り付けることで、住宅・ビル等の建築物ならび
に航空機、列車、自動車等の乗り物における冷暖房負荷を
飛躍的に軽減できる部材として、広範な需要が見込まれる。 

図１ 新方式のガスクロミック調光ミラーシート 
   の構造 

図２ 新方式のガスクロミックによる調光 

鏡状態 透明状態 

シート張り付けた際に自然に形成されるすきまを使用する 

調光ミラー薄膜を蒸着したB４サイズの透明シートを
アクリル板に張り付けたサンプル 

５秒 
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平成２５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） 



ナノテクとプロセスで省レアメタル部材を開発                  サステナブルマテリアル研究部門 

【研究成果の概要】 
白金族使用量50％削減(NEDOプロジェクト)に向けて、高
温耐久性に優れたPt-Pdナノ粒子触媒およびその新規調製
方法を開発した。プロセス等を最適化することで、触媒
性能が向上するとともに１回あたり500ｇの触媒を調整す
る技術を確立した。コバルトを使用しない硬質材料とし
て産総研が開発したWC-FeAl合金を押出成形で長尺化する
技術を開発した。これにより無垢のドリル素材を作製で
きた。さらに、耐熱性を向上した硬質粒子を炭化チタン
に置き換えたTiC-FeAlを開発した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：Ⅰ-3-(3)-② レアメタル等金属の化成品の有効
利用、リサイクル、代替技術の開発 
・還元剤の最適化による触媒性能向上 

・Pt-Pdナノ粒子担持触媒の大量調製技術の開発 

・コーティングWC-FeAlの課題抽出とサーメットの            
    高機能化の検討 
 
【開発技術の用途】 
・自動車（ディーゼル,ガソリン）用排ガス浄化触媒 
・環境浄化用触媒 
・高速切削用工具 
・高温成形用金型 

図１ 高温耐久性に優れる貴金属ナノ粒子 
   担持触媒の新規調整方法 

図２ WC-FeAl長尺焼結体とレアメタルフリー 
   硬質材料の耐酸化性 

耐熱性=FeAｌ 結合相 

レアメタルフリー化 
TiC-FeAl 
大気中での酸化
を抑制 
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平成２５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） 



有機薄膜太陽電池セルのバルクへテロジャンクション構造の解析        ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
有機薄膜太陽電池の変換効率が10 ％以上と高い値を
示すのは、ドナーとなる導電性高分子（P3HT）とア
クセプターとなるフラーレン誘導体（PCBM)が薄膜内
で相分離し、ナノレベルの接合（バルクへテロジャ
ンクション構造）を形成するためであると考えられ
ている。しかしながら、薄膜内部のP3HT/PCBM相分離
構造を可視化して組成分布を定量化することは困難
であった。そこで、STEM-EDX装置による薄膜断面構
造の解析を行った。その結果、電子ナノプローブに
よる高速元素マッピングにより、有機層内部の相分
離構造と組成の定量解析が可能となった。完全な相
分離が起きていないことを明らかにした。 
 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：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 

・電圧印加その場電子顕微鏡観察等を駆使した有機

デバイスの特性向上要因や駆動機構等の解明。 

 

【開発技術の用途】 
・太陽電池デバイスの性能と相分離構造の相関が解
明され、さらに優れた有機薄膜太陽電池の開発が可
能になる。 

 

評価用太陽電池 
     （産総研 太陽光発電工学研究センター 作製） 

電極間の断面を薄膜化
し、電子ナノプローブ
で元素の分布状態を観
察 

80 nm 酸素マッピング 硫黄マッピング 
 （明るい相がP3HT-
rich） 

図１：アルミ/ ITO電極間のP3HT/PCBM(7:3)ブレンド薄膜 
相分離構造 （150 ℃ 30 minの熱処理でバルクヘテロジャ 
ンクション構造が発現） 

Al電極 

有機
層 

ITO 
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平成２５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） 



ナノ粒子を利用した焼却灰のセシウム除染の実証                  ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 

樹木の幹や枝などの植物系放射性セシウム汚染物を焼却し、生

じた焼却灰からプルシアンブルーナノ粒子吸着剤により放射性

セシウムを抽出・回収する技術を開発し、その有効性を福島県

双葉郡川内村に設置した実証試験プラントを用いて検証した。 

 焼却灰中の放射性セシウムを水に抽出し、その灰中の放射性

セシウムの60～90 %を除去することに成功した。抽出された放

射性セシウムは、灰の約500～3,000分の1の重量のナノ粒子吸

着剤によって回収できた。灰に少量残る放射性セシウムは水に

溶出しにくいため、灰をより安全に管理できる技術である。 

（平成２５年１１月２０日付プレスリリース 等） 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：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 

・吸着材の更なる高性能化や、使用後吸着材の管理法に関する

研究を行う。焼却灰除染については、実証試験を進め、効率的

な灰除染法の研究を進めると共に、原発内廃液や環境水等の放

射性セシウム汚染水に関する評価及び浄化法も研究する。 

【開発技術の用途】 

・放射性セシウムに汚染された植物体焼却灰、都市ゴミ焼却灰

等の除染による廃棄物減容化。 

図１：プルシアンブルーナノ粒子を利用し
た放射性セシウム吸着カラム 

図２：実証試験に利用したミゼットプラント 

76 

平成２５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） 



アモルファス金属酸化物の構造に単純な秩序があることを提案          ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
トランジスタやメモリーなどの絶縁膜や太陽電池の透明
電極の材料として注目されているアモルファス金属酸化
物(TiO2ZrO2、HfO2、Cu2O、Al2O3、Ga2O3、In2O3)の構造を
幾何学的考察と第一原理分子動力学シミュレーションに
よって解析した。その結果、アモルファス金属酸化物に
は金属の種類や金属と酸素の比率によらない共通の原子
配列があることを予測し、アモルファス金属酸化物の原
子構造を包括的かつ大局的に捉えた“球のランダム充填
構造の重ね合わせ”という新しい考え方を提案した。 
（Physical Review Letters 111, 155502 (2013)掲載； 
 平成25年9月30日付プレスリリース） 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 
・抵抗変化型メモリなどナノエレクトロニクス用材料の
モデリング研究。 

 

【開発技術の用途】 

・アモルファス金属酸化物の構造モデリングの信頼性を
高めることにより、電子デバイス材料のモデリング技術
の向上に貢献。 

図１：第一原理計算で求めたアモルファス構造の 
二酸化ハフニウム（ハフニアとも呼ばれる）の原
子配列 

= 
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平成２５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） 



電界放出機構のミクロな機構を解明                           ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
高耐圧で動作するスイッチング素子に適した材料開発がパワー
エレクトロニクスの分野で進んでいる。本研究は、ダイヤモン
ド結晶の電界放出デバイス特性をシミュレーションで予測する
ことで実験的研究に貢献するものである。第一原理計算による
電子放出のダイナミクス計算によると、従来信じられていた表
面電子親和力だけでは電界放出効率は決定できないことを突き
止めた。ダイヤモンド表面の化学修飾により決定される電子の
感じるポテンシャルプロファイルを考慮することが重要である
ことが判明した。（エネルギー技術研究部門と連携； 平成25年9
月13日プレスリリース 等） 
 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：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 
・各種炭素系ナノ構造の電気伝導特性及び光学特性の計算、と
それらによる新たな機能や生成方法の予言及び材料評価をサ
ポートする理論的研究を行い、バイオ・エレクトロニクス・エ
ネルギー材料の設計と開発を推進する（有機デバイス材料の光
機能・電気機能の理論的解明）。 

 

【開発技術の用途】 

・高電界スイッチングデバイスの開発。 
・ダイヤモンドデバイス安定化を促す表面処理方法の開発。  

図１：ダイヤモンド表面からの電界放
出シミュレーションを示す概念図 

図２: (左)電子の感じる表面ポテンシャル
(右)数値計算による電子放出の結果 
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平成２５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） 



有機太陽電池の光電変換効率の理論的な限界を試算             ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
有機太陽電池は、有機材料特有の軽量で薄く柔らかい特性
を有し、新世代の太陽電池として期待されている。しかし、
光電変換効率や耐久性の向上が課題であった。近年、光電
変換効率は急速に向上しており、アモルファスシリコン太
陽電池並みの10 %を超える変換効率が報告されている。こ
のため、有機太陽電池の変換効率をどこまで向上できるの
かという点に関心が集まっていた。 
 本研究では、有機太陽電池と無機太陽電池の電荷分離機
構の違いを考慮に入れ、変換効率の理論限界を試算した。
有機太陽電池が最も高い効率を示す光の波長も理論計算に
より決定した。本成果は、有機太陽電池の高効率化への指
針として期待される(平成25年12月24日プレスリリース)。 
 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：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 
・ナノ構造・界面における理論・計算技術を構造の揺らぎ
を適切に取り扱えるように向上させ、ナノ構造体・有機デ
バイス材料の構造制御と光機能・電気機能の理論的解明を
行なう。 
 
【開発技術の用途】 

・理論的限界値の約21 %は、現状の変換効率(10～12 %)よ
り十分高い。従って、材料の選択や改良、構造の最適化に
よって変換効率のさらなる向上が期待できる。 

図１：電荷分離の際に0.4 eVのエネルギー損
失がある場合の光電変換効率の理論限界と光
吸収端エネルギーとの関係 (赤線は無機太陽
電池の理論限界、青線は有機太陽電池の新し
い理論限界を示す） 
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平成２５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） 



湿度に応じて形態を変化し、ゲストを放出するナノチューブカプセルの開発   ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
湿度や窒素化合物の有無に応じて形態を変化し、ゲス
トを加速度的に放出することが出来る有機無機複合型
ナノチューブの構築に成功した。これは、ボロン酸
（有機分子とホウ酸）系分子の無水物の自己集合に
よって得られるナノチューブである。雰囲気中のピリ
ジン等の配位や水分による加水分解で分子の形や集合
体の充填構造が変化し、結果としてチューブ形態もコ
イルやシート状に変化する。これに伴いチューブに内
包化されたゲスト分子の放出が加速された(Adv. Funct. 
Mater.誌、very important and very urgent paperに
選定)。現在、安全性の高い材料を用い、種々の刺激応
答性ナノカプセルの開発やその複合化を進めている。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：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 
・有機ナノチューブの合成法の高度化では有機ナノチ
ューブと異種材料の複合化技術を開発する。そして複
合化による用途開発を行う。 
 
【開発技術の用途】 

・種々の刺激に応じた放出が要求される医療機器（医
療用コンタクトレンズ）、トイレタリー、再生医療分
野等 

図１ (左)ハイブリッド型ナノチューブ、(右)その
ピリジン/高湿度処理後のTEM像と分子の状態 

図２ (左)ナノチューブの形態変化、(右)種々の
雰囲気下でのゲスト分子(ジャスモン)放出挙動 

H2O 
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平成２５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） 



ゲルを用いた単層カーボンナノチューブの金属・半導体分離と単一構造分離  ナノシステム研究部門                          

【研究成果の概要】 
単層カーボンナノチューブ(CNT)の金属型と半導体型の大

量分離技術開発において、分離時のpHや溶質濃度により分

離CNTの純度と収率の制御が可能となり、スループットの

向上に成功した。分離純度95%、収率80%の第3期中期計画

目標を前倒しで達成した。分離原理に関し、CNT表面の界

面活性剤の密度変化がゲルへの吸着力に影響するとの知見

を得た(図1)。また、温度制御による高純度単一構造半導

体型単層CNTの分離法を確立した(図2)。  

 
【平成２４年度計画との関連】 
小項目：I-4-(2)-①、Ⅲ-2-(1)-⑤ 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 

・カーボンナノチューブの特性を活かした用途開発を行う

とともに産業応用を実現する上で重要な低コスト大量生産

技術(600g/日)や分離精製技術(金属型、半導体型ともに、

分離純度: 95%以上;収率:80%以上)等を開発し、キャパシ

タ、炭素繊維、透明導電膜、太陽電池、薄膜トランジスタ

等へ応用する。 

 

【開発技術の用途】 

・金属型CNT：ITO代替透明電極 
・半導体型CNT：フレキシブル高速トランジスタ、高感度
センサー 

図２：温度制御による単一構造半導体型CNTの分離 

ACS Nano (2013) 10285 
NEDO, TASC, 産総研共同プレスリリース 2013.12.19 

図１：金属･半導体CNTのゲルへの吸着のpH依存性 

Nano Letters (2013) 1996 
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平成２５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） 



バイオミネラリゼーションを利用した遺伝子導入用基材の開発        ナノシステム研究部門                      

【研究成果の概要】 
各種基材の表面でバイオミネラリゼーション反応を
誘起し、遺伝子導入機能を有するDNA-リン酸カルシ
ウム（CaP）ナノコンポジット層を作製した（上図)。
基材に表面を親水化したポリスチレン（pPS）や焼
結水酸アパタイト（sAp）を用いることによりCaPと
の結合力が向上し、細胞への遺伝子導入効率も向上
した（下図、日本バイオマテリアル学会2013年大会
ハイライト講演）。 
 このナノコンポジット層は、認可済み医療用輸液
製剤を原料とする新製法で作製可能である上に、従
来法で作製されたフィブロネクチン（Fib）担持ナ
ノコンポジット層を上回る導入効率を発揮した。早
期の医療応用が期待されるところである。 
 

【平成２３年度計画との関連】 

小項目：Ⅱ-1-(1)-① 幹細胞等を利用した再生医療
等に資する基板技術及び標準化技術の開発 
・細胞足場のためのリン酸カルシウムナノコンポ
ジットの製造法の高度化 
 
【開発技術の用途】 

・遺伝子導入用試薬 
・遺伝子医療・再生医療用薬剤 
・生体材料（人工骨など）の表面コート剤 
・組織再生用スキャホールド 

Ca (ll) 
P (V) 
CaPナノクラスター 
DNA 

DNA-CaPナノコンポジット層 

pPS PS Fib無 

*
* 

** 遺伝子導入効率 

sAp Fib担持 

従来法の複合層 新製法の複合層 
（Fib無） 
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平成２５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） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１ 
 

プリント基板金めっき外観検査装
置の開発 

人間の目視検査では対応困難となっている微小サイズ
の金めっきパッド(0.5mm角)の色ムラについて、反射光の
色比解析と画像・統計処理の適用によって、ムラの程度
を数値化して良否判定をおこなう簡便かつ小型の自動外
観検査装置を開発した。 

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0000374-100 

 
２ 

装着容易化プラズマインピーダン
ス計測器の開発と実用化 

LSIの生産ラインでは多数のプラズマ装置が使用されて

いる。生産ラインの稼働率を低下させる原因の多くはプラ
ズマ装置で発生する。そこで既設のプラズマ装置を改造
せずに装着できる、プラズマ装置異常を高感度、リアルタ
イムに検出できるプラズマインピーダンス計測器を開発・
実用化した。 

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 

 
３ 

ナノ材料開発に関するソリュー
ション提供 

・合成及び分散条件探索に関するベンチャーへのソ
リューション提供をそれぞれ完了させるとともに、大手企
業へのナノ材料開発全般に関するソリューション提供へ
と話を進めた。 

生産計測技術研究センター 
中期計画【別表1】IV-１-(3)-③ 
整理番号0000378-100 

 
４ 

LED照明評価の信頼性向上のた
めの測光放射標準の開発 

LED照明に適した標準として、分光全放射束標準を確立
し、供給準備を完了した。この開発により得られた知見か
ら、LED試験方法の最適化やLED照明の認証制度等
（トップランナー基準、エコマーク等）への適合性根拠とな
る試験所能力認定スキーム構築にも大きく貢献した。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-(1)-② 
整理番号0000477-100 

 
５ 

燃料分析の信頼性向上に資する
標準物質開発。 

燃料の品質管理などを目的とした分析において測定機
器の校正・精度管理に必要となる、低濃度水分分析用標
準物質の認証と、バイオディーゼル燃料標準物質の原料
調製を行った。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-１-(1)-③ 
整理番号0000480-100 

計測・計量標準分野 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
６ 
 

放射線治療のための高エネル
ギー光子線標準の開発 

放射線によるがん治療で最もよく使用されているのは医
療用リニアック治療装置である。この装置で用いられる高
エネルギー光子線について、水吸収線量標準の開発に
成功し、プレス発表を行った。この標準の開発により、放
射線治療の安全と高度化への貢献が期待される。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-1-(2)-① 
整理番号0000483-100 

 
７ 
 
 

食品の安全性確保に資する分析
技能向上支援プログラムの供給
と国際展開 

玄米中カドミウム分析及び残留農薬分析を対象とした技
能試験と技能講習の一体型プログラム（分析技能向上支
援プログラム）を実施し、参加機関の分析技能向上に大
きく貢献した。更に当該プログラムの国際展開として、タ
イ王国でも技能試験を実施した。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-1-(2)-② 
整理番号0000485-100 

 
８ 

Ｘ線ＣＴによる３次元内外寸法計
測 

複雑な製品の内部を非破壊で３次元計測可能な計測用
Ｘ線ＣＴを開発している。経済産業省委託事業の受託、ＪＩ
Ｓ Ｂ７４４２の制定を達成するとともに、民間企業との共
同研究により倍率誤差の解析及び補正技術の検討を行
い１０マイクロメートル以下の測定誤差を実験的に検証し
た。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-1-(3)-② 
整理番号0000489-100 

 
９ 

ナノスケール機能性材料の分析
用標準物質と計測評価技術の開
発 

日本提案の国際標準化の実現に不可欠な標準物質を開
発した。また、規制等の対応に必要だが課題が残る技術
要素を企業と連携して解決するために、ナノ材料の産業
利用を支える計測ソリューション開発コンソーシアムを立
ち上げた。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-1-(3)-② 
整理番号0000492-100 

 
１０ 

定量ガス導入素子「標準コンダク
タンスエレメント」の高度化と同技
術を利用したガス導入器の開発 

企業との共同研究を通じて、産総研で開発した特許技術
「標準コンダクタンスエレメント」の高度化、及び同技術を
利用した定量ガス流量導入器を製品化し、実用化に貢献
した。 

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 

計測・計量標準分野 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１１ 

超高性能小型標準抵抗器・電圧
発生器の開発 

100 Ωに続き、10 Ω抵抗器の商品化が完了。共同研究
先から販売開始。他の抵抗値について実証試験中。安
定な出力が可能な7.2 V電圧発生器の基本部分が完成し、
温度係数等の評価終了。電圧が極めて安定なため、小
型にもかかわらず既存市販品と同等の性能を示す。製品
化/モジュール化に向け実証実験を実施中。 

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 

 
１２ 

化学計量トレーサビリティ体系の
高度化に関する研究 

定量NMR技術をフッ素に適用し、実用できる水準で校正
技術を確立すると共に、フッ素及び水素化合物の両者を
校正できる定量NMR用基準物質を世界に先駆けて開発。 

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 

 
１３ 

光格子時計の研究開発 2つの光格子時計を同時に用いることにより、イットリビウ
ムとストロンチウムの光周波数比測定で世界トップとなる
小さな不確かさを実現した。 

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 

 
１４ 

AIST海外拠点形成事業－メトロ
ロジー・ハブ・イン・アセアン 

タイ王国NIMTへの技術移転プロジェクト（2002-2008）の
フォローアップとして、タイ国内ならびにASEAN地域全体
の計量標準ネットワーク構築を促進する新たな支援プロ
グラム「メトロロジー・ハブ in ASEAN」を立ち上げ、現地
セミナーによる技術支援・普及啓発や招聘事業による人
材育成に取り組んだ。 

計測標準研究部門 
中期計画【別表3】I-4-(2)-① 
整理番号0000519-100 

 
１５ 

ハイスループット質量分析を可能
にする超伝導検出器の開発 

超伝導ストリップイオン検出器（SSID）の構造に由来する
カウントロス問題とその解決方法を発見し1cm角のSSID
実現への道筋を立てた。これらの成果に対して新聞取材
１件・論文掲載（Appl.Phys. Lett）１件。 

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 

計測・計量標準分野 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１６ 

デジタルカメラを利用した変位分
布計測技術の開発 

・イプシロンロケットのモータケースの荷重試験中の変形
分布をデジタルカメラを用いて測定した。従来の変位計を
用いた点計測を、同技術の適用により分布計測を可能に
し、モータケースの開発に寄与した。 

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 

 
１７ 

ナノ計測の国際標準化：電気測
定ＡＦＭへの展開  

ISO提案を目指している電気測定AFMに関する国内持ち
回り試験でよい一致が得られ、当該技術を基にした民間
企業との資金提供型共同研究につながった。 

計測フロンティア研究部門 
中期計画【別表1】IV-3-(1)-① 
整理番号0000378-100 

計測・計量標準分野 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



プリント基板金めっき外観検査装置の開発                生産計測技術研究センター                          

【研究成果の概要】 

人間の目視検査では対応困難となっている微小サイズの

金めっきパッド(0.5 mm角)の色ムラについて、反射光の

色比解析と画像・統計処理の適用によって、ムラの程度

を数値化して良否判定をおこなう簡便かつ小型の自動外

観検査装置を開発した。 

 

【平成２５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 

・サブmmサイズの金めっき部位の評価と種々の製品・材

質への対応を進める。 

 

【開発技術の用途】 

・開発装置を生産現場へ適用することで、生産性、製品
品質及び信頼性の向上が期待できる。 
・これまで曖昧だった検査基準の客観化、共通化が可能
となり、過剰品質の低減など、無駄の排除に繋がる。 
・本検査法を標準化することによって海外製品に対する
国内製品の優位性確保と海外にけるリスク低減に寄与す
る。 

プリント基板金めっき微小部位の外観検査
の実施例：色むら不良を数値化で自動判別 

見
た
目
の
判
断
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価
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金めっき小型外観検査装置試作機
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



      装着容易化プラズマインピーダンス計測器の開発と実用化                 
生産計測技術研究センター                          

【研究成果の概要】 
LSIの生産ラインでは多数のプラズマ装置が使用されてい
る。生産ラインの稼働率を低下させる原因の多くはプラズ
マ装置で発生する。そこで計測機器メーカと共同で、既設
プラズマ装置に装着容易なプラズマインピーダンス計測器
を開発、上市し７台の実績を上げた。特許1件共同出願、
英論文2報掲載。 

 

【平成２５年度計画との関連】 

平成２５年度計画の内容を記載。 

小項目：【別表１】Ⅳ-1-(3)-① 生産現場計測技術の開

発 

・量産用プラズマエッチング装置の異常をインピーダンス

変化として検出。 

 

【開発技術の用途】 

・LSI量産ラインで多数使用されているプラズマエッチン
グ装置の異常をリアルタイムで検知でき、損失コストを削
減できる。 
・プラズマ装置の情報管理システムとの統合で、フィード
バック制御が可能になり、装置を安定に稼働できる。 
・プラズマ装置の異常予知保全が可能になり、装置の稼働
率を向上できる。 

図１ 既設プラズマ装置への装着概念図 

図２ プラズマインピーダンス計測器 

プラズマインピーダンス計測器 

既設プラズマ装置 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



ナノ材料開発に関するソリューション提供 生産計測技術研究センター                         

【研究成果の概要】 
マイクロ化学システムを核としたナノ材料の合成及び分散
条件探索に関するベンチャーへのソリューション提供をそ
れぞれ完了させた。高演色LED用光-光変換材料としてのナ
ノ粒子蛍光体（以下QD)開発をケーススタディーとし、QD
開発システムの構築と利用、および目的樹脂への分散条件
の迅速最適化法の構築を完了させた。また、これら一連の
ナノ材料開発全般に関し、ベンチャーを介した大手企業へ
のソリューション提供へと話を進めた。 

 

【平成２５年度計画との関連】 

本成果と関連する第３期中期計画の小項目名と平成２５年
度計画の内容を記載。 
小項目：【別表１】IV-1-(3)-③ 微量、迅速、精密化学
計測技術の開発 
・ソリューション提供のためのナノ粒子高速開発システム
の構築を目的とし、用途に応じた分析・計測・解析技術等
の検討・開発を行う。 

 

【開発技術の用途】 

・ナノ粒子合成条件探索システムやナノ粒子分散条件探索
システムによる迅速な製品開発支援。 
・一連のナノ材料合成関連技術を集約したナノ材料開発に
関するソリューション提供。 

図１ ナノ材料合成システムと開発し
たナノ粒子蛍光体 

図２ ナノ材料分散条件探索システム
と高演色LED 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



LED照明評価の信頼性向上のための測光放射標準の開発       計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 
・LED照明の普及やメーカの新規参入が著しいが、 LEDの性能
向上には、信頼性の高い評価結果に基づく製造過程への
フィードバックが不可欠である。また、LED照明は分光分布が
多様である等、特性が従来照明と大幅に異なり 、信頼性の高
い測定が困難なため、性能表記の信頼性が低い、または、性
能を過大に表記した製品も多く、特に後者は、LED照明導入を
消費者に躊躇わせる大きな普及阻害要因で、同様の要因によ
り米国での電球型蛍光灯の普及が阻害された例もあり、信頼
性の高いLED照明評価を可能とする新規標準が求められている。 
・LEDの性能向上に役立つ標準としては、高強度LED全光束標
準の開発・確立と供給開始、紫外域高強度LED全放射束標準の
開発を推進した。 LED照明の分光分布の多様性にも対応可能
な標準として、分光全放射束標準を開発・確立した。 
 

【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表３】I-１-(1)-② 省エネルギー技術の開発と
利用に資する計量標準  
・分光全放射束標準の開発を完了させる。紫外域での高強度
LED全放射束標準確立に向けた整備・最適化を進める。 
 

【開発技術の用途】 

・ LEDの測定信頼性向上により製品高性能化の加速が期待さ
れる。 LED照明認証分野で整備が進むトップランナー基準・
エコマーク制度等で必須となる認定試験所で上記標準が利用
され、粗悪品の市場からの排除、ユーザが安心してLED製品を
導入できる市場実現、 LED製品の普及促進が期待される。 

分光全放射束標準用具現装置(左)、校正装置(右) 

試験所認定・認証分野での利用 

LED照
明 

高強度LED全光束・ 
紫外域高強度 

LED全放射束標準 

LED性能向上・技能試
験 

LED照明評価の信頼性向上 

高強度LED・
LEDモジュール 分光全放射束標準 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



      燃料分析の信頼性向上に資する標準物質開発          計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 
・測定機器の校正と精度管理に必要となる、低濃度かつ
高精度の水分分析用標準物質の認証を行った。 

・再生可能エネルギーとして期待されるバイオディーゼ
ル燃料（BDF）について標準物質の調製を行い、さらに
は関連する国際比較を提案した。 

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表3】I-１-(1)-③バイオマス資源の利用技
術に資する計量標 

・水分分析用標準物質およびバイオディーゼル燃料標準
物質について、認証のための分析方法の確立を行う。
また、燃料の品質管理などを目的とした分析において
測定機器の校正・精度管理に必要となる標準物質を1種
類1物質開発し、関連する品質システムの技術部分を構
築する。 

 
【開発技術の用途】 
・低濃度水分分析の信頼性向上 
  → 液体燃料や化成品の品質向上 
  → 環境の改善や生産性の向上、輸出産業の振興 
・バイオ燃料分析の信頼性向上 
  → バイオ燃料の品質向上 
  → 再生可能エネルギーの普及 

図１ 燃料分析の信頼性向上と標準物質 

図２ 低濃度水分標準液およびBDF候補標準 

水分：134 mg/kg 
相対不確かさ：約3 % 

(市販品：5～10 %) 

認証項目（予定） 
水分,メタノール, 
S,P,Na,K, Mg,Ca 

91 

平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



 放射線治療のための高エネルギー光子線標準の開発             計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 
医療用リニアック装置から発生される高エネルギー光子
線（6 MV, 10 MV, 15 MV)について、グラファイトカロリ
メータを用いて、不確かさ0.8 % で水吸収線量標準の確
立に成功した。オーストラリアとの２国間の国際比較を
行った結果、 0.5 % 以内で両者が一致した。この標準の
開発により、医療現場の線量評価の不確かさが3 % 程度
から2 % 程度に小さくなると予想している。 

 

【平成２５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 
・放射線治療に用いられている医療用リニアックからの
高エネルギー光子線について、グラファイトカロリメー
タによる線量計測の不確かさを評価し、水吸収線量標準
を確立し、オーストラリアとの２国間の国際比較を実施
する。 

 

【開発技術の用途】 

・医療現場で医療用リニアックからの高エネルギー光子
線の水吸収線量の評価がこれまでより高精度行うことが
可能となる。 
・新しく開発した線量計の評価が容易になる。 
・より正確な線量評価により放射線治療の高度化への貢
献が期待できる。 

医療用リニアックと校正用ファントム 

産総研とオーストラリアとの比較結果
（両者の標準値の比） 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



食品の安全性確保に資する分析技能向上支援プログラムの供給と国際展開  計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 
・食品検査分析の信頼性向上支援を目的とする技能試験
と技能講習の一体型プログラム（分析技能向上支援プ
ログラム）を実施し、フォローアップ講習会及び個別
技術相談を通じて参加機関の技能向上に大きく貢献。 

・当該プログラムの国際展開のさきがけとして、タイ王
国科学技術研究所(TISTR)及び同国計量研究所(NIMT)
と共同で米中カドミウム分析をタイ王国でも実施。 

・上記プログラムと連動した玄米粉末標準物質2物質の
供給を開始。 

 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目: 【別表３】I-1-(2)-② 食品の安全性確保に資
する標準物質 
平成25年度計画：食品の安全性確保及び食品に係る各種
法規制、国際規格に対応した玄米標準物質1物質を開発
すると共に、玄米中微量元素分析の技能試験、および同
じく玄米中残留農薬分析の技能試験を企画・実施する。 
 
【開発技術の用途】 

・我が国の食品の安全性確保への貢献 
 ← 食品検査分析における分析技能向上支援 

・アジア地域における化学計量基盤形成 
 ← 国際連携体制構築 

①玄米中残留農薬分析 
技能試験参加者：  58名  
講習会参加者：    52名 
  
② 玄米中カドミウム分析 
技能試験参加者：    168名  
講習会参加者：      109名 
個別技術相談：        17名 

玄米中カドミウムの試験結果 

緑色領域：NMIJが付与した参照値範囲 
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③ タイ王国技能試験 
技能試験参加者：    39名  

技能試験と連動したフォローアップ講習会と標準物質供給で 
食品分析における分析技能向上を支援 
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Ｘ線ＣＴによる３次元内外寸法計測                                   計測標準研究部門                       

【研究成果の概要】 
複雑な構造の製品の内部を非破壊で３次元計測可能な計
測用Ｘ線ＣＴを開発している。経済産業省委託事業の受
託（図１）、及びJIS B7442（図２）の制定を達成すると
ともに、民間企業との共同研究により倍率誤差の解析及
び補正技術の検討を行い10マイクロメートル以下の測定
誤差となる効果を実験的に検証した（図３）。 

 

【平成２５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

料の開発と利用に資する計量標準 

・Ｘ線ＣＴを用いた寸法計測の精度低下要因を整理し、

補正可能かどうか検討する。 

 

【開発技術の用途】 

・単に非破壊で内部欠陥などの観察や可視化ができるに
とどまらず、計測精度の保証されたＸ線ＣＴ座標測定機
を実現することができる。 
・精度評価法の標準化により、装置の性能比較や検証を
客観的に実施できる。 
・高エネルギーＸ線ＣＴでは、自動車のエンジンブロッ
クのように、従来のＸ線ＣＴでは透過できなかった工業
製品の内部計測を非破壊で実現することができる。 

図１高エネルギーＸ線ＣＴ 
   （経産省委託事業） 

図３ 開発した計測用Ｘ線ＣＴの測定精度 

図２ JIS B7442 
     産業用Ｘ線ＣＴ装置－用語 

10 µm 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



ナノスケール機能性材料の分析用標準物質と計測評価技術の開発    計測標準研究部門                        

【研究成果の概要】 

・日本が先導する国際標準化ISO/TC201(表面化学分析）およ
びTC229(ナノテクノロジー)に対応しまたその国際標準化の
実現に不可欠な標準物質として、深さ方向にナノメートルの
スケールを与える深さ分析校正用デルタ層標準物質およびナ
ノ材料の安全性試験に用いることができる酸化チタン標準物
質を開発した。 

・ナノ機能性材料の欧州指令等の規制に迅速に対応し日本の
分析機器開発の優位性を確保するため、装置開発企業５社と
各種技術要素の課題解決を行う「ナノ材料の産業利用を支え
る計測ソリューション開発コンソーシアム」を立ち上げた。 

【平成２５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
開発と利用に資する計量標準 

・ナノ機能材料の分析、評価に必要な4種類の標準物質等の
うち、残り3種類の標準物質等の開発を継続する。平成25年
度は3種類3物質の開発を行う。 

【開発技術の用途】 

・国際的整合性を持ったナノ機能性材料の評価を実現する。 

・ナノ機能性材料の評価・分析・解析上の課題を主要分析機
器企業と分担/共同で解決してナノ材料評価装置システムを
開発することで、日本のナノ材料の国際市場での優位性を確
保する 

図1：ISO規格対応の深さ分析校正用の標準物
質 

図2：ナノ材料の産業利用を支える計測ソ
リューションの開発コンソーシアム 
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定量ガス導入素子「標準コンダクタンスエレメント」の高度化と同技術を利用した 
ガス導入器の開発                          計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 

産総研の特許技術「標準コンダクタンスエレメント」は、

ステンレス製多孔質焼結体からなる定量ガス導入素子

（図1）である。企業との共同研究を通じて、流量範囲

の拡張、歩留りの向上等の高度化や、多角的な信頼性評

価などを図り、標準コンダクタンスエレメントを組込ん

だ定量ガス流量導入器を製品化した（図2）。 

 

【平成２５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（種類：真空、項目：分圧標準） 

・標準ガス流量導入装置の実用化 

 

【開発技術の用途】 

・電離真空計や分圧真空計の“その場”校正 
・真空ポンプの性能試験 
・漏れ検査（ヘリウム、水素、冷媒ガスなど） 
・材料からのガス放出の定量評価 
・ガスバリア膜のガス透過度評価 
・MEMSのパッケージング評価  など 

図１ 高度化された標準コンダクタンスエレメント 

図２ 標準コンダクタンスエレメントを組込んだ定量ガス 
   導入器（商品名：分子フローコントローラー） 
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      超高性能小型標準抵抗器・電圧発生器の開発            計測標準研究部門                          

【研究成果の概要】 

精密電気測定におけるボトルネックは抵抗・電圧の標準
器の取り扱いの困難さと測定器における内部基準の不安
定性にある。これらを同時解決するため小型高性能標準
器を開発している。抵抗器については抵抗範囲を拡大し
商品化（研究成果活用製品マーク添付）した。電圧発生
器は小型にもかかわらず出力電圧が極めて安定で、既存
標準器と同等の性能を示した。これについても製品化/モ
ジュール化に向け実証実験中である。 

【平成２５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に続き、25年度は10 Ω抵抗器の商品化が完了。
性能は従来品より1桁高く、サイズは1/30。 

・他の抵抗値1 Ω、1 kΩについて従来品を凌駕する性能
を確認し、現在実証実験中。 

・安定な出力が可能な7.2 V電圧発生器の基本部分が完成
し、温度係数等の評価が終了した。 

【開発技術の用途】 

・測定器・装置への実装による性能向上 
・汎用部品への技術移転 
・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測定不確かさ低減 

図１超高性能小型抵抗器の開発 

図２超高性能小型電圧発生器の開発 

装置内への実装 
簡便なトレーサビリティ 

高度な校正室不要 
低廉な維持コスト 

パッケージ版 組込素子 

汎用電子部品 

測定装置の不確かさに影
響を与える部分だけ取り
出してモジュール化/高
度化 

開発した7.2V電圧発生
器 
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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】 

標準物質の値付け（校正）は、分子構造に依存する技術によ

るため同種の国家標準が必要であることから、国家標準の整

備がボトルネックとなっていた。そこで、分子構造に依存し

ない水素原子を物差しとした校正技術（定量NMR技術）を世

界に先駆けて実用化し、国家標準を整備することなく標準物

質の値付けが可能となる革新的なトレーサビリティ体系を構

築、農薬標準物質の加速的整備を実現した。平成25年度は本

技術の適用範囲をさらに拡大すべく、フッ素原子を物差しと

する校正技術の実用化を試みた。 

【平成２５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 

・有機化合物の校正技術に関しては、リン（需要の観点から

フッ素に変更）に関して、基準物質の開発と測定法の標準

化を進め、世界に先駆けて校正技術を実用化する。 

【開発技術の用途】 

・フッ素及び水素信号強度の基準となる定量NMR用基準物質

を世界に先駆けて開発。 

・定量NMR技術をフッ素に適用、実用できる水準で校正技術

を確立し、水素とフッ素の両面から評価を行うことで校正

の信頼性を向上。 

図１ 19F定量NMR技術による標準物質の校正 

目盛付け 

標準物質A 標準物質B 標準物質
C 

国家標準（19F信号の基準物質） 

値付け 

NMR 19F（フッ素） 

フッ素原子を“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 

図２ 19F及び1Hによる標準物質の校正 

F3C

F3C

O

OH

1H 定量NMR 19F 定量NMR 

開発した 
19F&1H信号の基準物質 

ジフルベンズロン（農薬） 
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O
O
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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】 
  Yb光格子時計に続いて、Sr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)。YbおよびSr原子
の時計遷移周波数の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。  

【平成２５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及びSr光格子時計の周波数比の計測を行い、マイク
ロ波周波数標準の限界を超えた評価を行う。また、時計
レーザ雑音の時計周波数への影響を低減させるために、2
つの光格子時計の同時測定を行う。さらに、光格子時計の
時計レーザ性能向上のために、波長1.5 mmのレーザを高
フィネス光共振器に周波数安定化し、線幅狭窄を行う。 

【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２）、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３）。 
・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 

図１．. YbおよびSr光格子時計の同時運転の概略 

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 

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 

1.5 µm狭線幅レーザー
による線幅の評価 

同時運転 

Sr/Yb周波数比の測定 

平成２５年度の主な研究成果一覧（計測・計量標準分野） 



 AIST海外拠点形成事業－メトロロジー・ハブ・イン・アセアン    計測標準研究部門                        

【研究成果の概要】 
本事業は、タイ国内ならびにASEAN地域全体の計量標準ネッ
トワーク構築を促進する新たな支援プログラム「メトロロ
ジー・ハブ in ASEAN」を立ち上げたものである。本事業で
は、下記のような技術支援・普及啓発や招聘事業による人
材育成を取り組み、日本と同地域の計量標準体系の親和性
をさらに向上させた。 
・CMMセミナー (13年8月 タイ) 
・RFセミナー (13年12月 タイ) 
・Metrology Arena in Tsukuba(MAT)2014 (14年2月つくば) 
・タイNIMT・TISTR・DSSやインドネシアKIM-LIPIなどから
招聘技術研究(H25年度 6件)による技術連携の強化 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：【別表３】I-4-(2)-① 計量標準におけるグロー
バルな競争と協調 
・途上国の国家計量機関からの産総研への研修生の受け入
れにおいて、関係機関との調整を行う。 
・アジア太平洋計量計画（APMP）加盟の途上国に対しては、
実情にあった支援プログラムの検討を行う。 
【開発技術の用途】 
・東南アジアに進出する日系企業(約5000社)へ直接的な貢
献 
・ASEAN統合に向け各国標準研究所への技術支援とそれに
よる産総研ならびにNMIJのプレゼンスの向上 
・ASEANにおける計量標準、基準認証、研究協力などにお
ける、更なる連携とすそ野の拡張 

ロードマップ 

RFセミナー 2013年12月 タイ 
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ハイスループット質量分析を可能にする超伝導検出器    計測フロンティア研究部門                          

【研究成果の概要】 
超伝導検出器は、検出する分子などの質量に依存しない検出感度
を有している。今年度は、検出器構造に由来する超伝導電流の再
分配によるカウントロス問題を発見し、この問題を新たな検出器
構造を考案・開発して解決した。また、単一磁束量子回路から構
成される時間デジタル変換器を動作させることに成功した。これ
らの結果、高効率化、高速化と大面積化が可能となり、抗体およ
びナノ粒子のハイスループット分析が可能な高性能質量分析装置
に適用できることを明らかにした。 
これらの成果に対して新聞取材１件と論文掲載１件がある。 
（Applied Physics Letters 104, 012601-1.） 
 

【平成２５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 

整理番号0000364-100 

・超伝導検出器の構造改良による高信号出力化と単一磁束量子時

間デジタル変換器の開発により、高速・大面積超伝導検出器のた

めの要素技術開発を達成した。 

 

【開発技術の用途】 

・超伝導検出器を搭載した高性能質量分析装置により、ウィルス
や抗体、ナノ粒子等の超高質量物質の検出や分析が可能になる。 

図１. 新旧構造の超伝導検出器の    
      出力電荷数の比較 
      新構造検出器は出力信号が大きい 

図２. 新旧構造の超伝導検出器および 
             従来型検出器の検出感度比較 
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      デジタルカメラを利用した変位分布計測技術の開発   計測フロンティア研究部門                          

【研究成果の概要】 

被検体に貼り付けた縞模様をデジタルカメラで撮影

し、画像処理によりモアレを作成することで微小変

形を高精度に解析できるサンプリングモアレ法を

JAXAが開発するイプシロンロケットのモータケース

（燃料容器）の負荷中の変形分布評価に適用した。

従来、変形計測に利用されてきた変位計では点計測

に留まるが、本手法は分布計測が可能で宇宙構造物

の設計検証試験に非常に有効であることが実証され

た。 

【平成２５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 

・縞画像を利用したmmオーダの計測精度を有する

3次元変位計測技術を確立する。 

【開発技術の用途】 

・本技術の変形分布計測を利用して橋梁、高層ビ
ルなどの社会インフラの健全性評価に貢献できる。 

図１. 従来の変位計を用いたセットアップ
写真 
変位計を取り付ける足場と複数の配線があり、
セットアップに時間を要する 

図２. 本技術でのセットアップ写真 
格子模様を貼り付けるだけで足場の設置
は不要で、短時間でセットアップが完了
する 

図３. 負荷に伴う変形分布の遷
移 
青、緑、赤と変形が大きくなる 
変形分布の評価を可能にした 
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ナノ計測の国際標準化：電気測定ＡＦＭへの展開    計測フロンティア研究部門                          

【研究成果の概要】 
2種の異なった電気測定AFM(走査型拡がり抵抗顕微鏡
(SSRM)及び走査型キャパシタンス顕微鏡(SCM))において、
サブミクロンからナノスケールの領域でのデバイス材料中
のキャリア濃度の測定方法と標準試料の構成要件の最適化
を行った。この結果、国内での持ち回り試験(RRT)の結果
が一致し、国内合意を経て、VAMAS-TWA2で国際RRTを行う
ことがISO/TC201にて議決された。当該手法を用いた国内
企業との資金提供型共同研究にも着手した。 

 

【平成２５年度計画との関連】 

小項目：【別表１】IV-3-(1)-① 物質の分析・評価技術

の開発と標準化 

・電気測定AFMのためのテストサンプルを作製し、持ち回

り試験を開始する。 

 

【開発技術の用途】 

・ナノ計測(特にナノスケールの電気特性測定)における国
際標準化の実現と正確なデータ比較の実現に貢献できる。 
・半導体デバイス・太陽電池・パワー半導体などのキャリ
ア濃度分布の測定における再現性の確保や、異なるSPM手
法の結果間の比較が可能となり、新規デバイスの開発及び
その効率的プロセスの実現に貢献できる。 

図１. 電気測定AFM. 

A 

B 

C D 

図２. 校正後のキャリア濃度 
SSRM(左)とSCM(右)画像の信号強度は異なるが,濃
度換算結果は一致する 
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タイトル 概 要 実施ユニット 

 
１ 

反射法地震探査による関東平
野の深部地質構造 

関東平野を東西に横断する深部反射法地震探査データの再
処理により、関東平野深部に陥没構造の一種であるハーフグ
ラーベン構造が抽出された。この構造の抽出は首都直下地震
の候補断層の絞り込みや首都圏の地震動評価の高度化に
大きく貢献する。 

活断層・地震研究セン
ター 
中期計画3-(1)-① 
整理番号0000442-100 

 
２ 

下北半島で発見された17世紀
前後の巨大津波の痕跡 

下北半島太平洋岸（青森県東通村）において17世紀前後の津
波堆積物が発見された。これは1611年慶長地震や17世紀の

千島海溝の連動型巨大地震に対比される可能性がある。歴
史記録の乏しい、東北~北海道沿岸を襲った巨大地震発生履

歴を明らかにするうえで重要な手がかりであり、巨大津波の規
模予測と津波防災への貢献が期待される。 

活断層・地震研究セン
ター 
中期計画3-(1)-② 
整理番号0000445-100 

 
３ 

放射性物質除染の効果を評価 東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた陸域の
放射性セシウム汚染について、複数の除染シナリオを設定し
外部被ばく線量の低減効果について解析した。この結果は安
全科学研究部門に提供され、外部被ばく線量が及ぼす人口
推移への影響の解析や除染費用試算に活用された。 

地圏資源環境研究部門 
中期計画2-(1)-② 
整理番号 0000424-100 

 
４ 

CO2地中貯留がもたらす地下微
生物生態系への影響を解明 

枯渇油田でのCO2地中貯留が微生物生態系のメタン生成活
動に及ぼす影響を調査した。高濃度CO2環境でも微生物に
よるメタン生成活動は維持される可能性が示された。CCS
技術の実用面での可能性を拓く成果である。本課題は生
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、成果は“Nature Communications”に
掲載された。 

地圏資源環研究部門 
中期計画2-(2)-① 
整理番号 0000429-100 

地質分野 
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タイトル 概 要 実施ユニット 

 
５ 

地質構造解析による天然ガス資
源の賦存状況把握への新知見 

天然ガス資源が賦存している上越沖・三陸沖の海底調査
を行った。上越海丘ではメタンハイドレートの分解・吹
き出しに伴う特徴的な窪地地形が形成されていた。三陸
沖では高いメタンフラックスが要因の地すべり・脱水構
造が検出された。天然ガス資源探査をより効率的に推進
する上で、これら地質構造は極めて有用な指針となりう
る。 

地圏資源環境研究部門 
中期計画2-(2)-① 
整理番号 0000429-100 

 
６ 

5万分の１地質図幅「八王子」お
よび「今庄及び竹波」 

我が国の三大都市圏である首都圏内と近畿圏内において、5
万分の1地質図幅を出版した。首都圏西部に位置する「八王
子」地域では、都市化した丘陵地を構成する段丘堆積物と河
川沿いの沖積層の地質構造を明らかにした。また、発電所な
どの重要インフラ施設が集中している近畿圏北部の「今庄及
び竹波」地域では、基盤岩類の地質構造と活断層の分布を明
らかにした。 

地質情報研究部門    
中期計画1-(1)-① 

整理番号0000401-100 

 
７ 

徳之島西方海域における活発
な熱水活動の発見 

鹿児島県徳之島周辺海域の海洋地質調査により，徳之島西
方海域に活動的な熱水噴出を伴う新たな火山活動域を発見し
た。海底火山活動に伴う熱水噴出域では海底熱水鉱床を形
成する可能性があり、海底鉱物資源ポテンシャルの把握
のための重要な知見となる。 

地質情報研究部門 
中期計画I-1-(1)-② 
整理番号0000402-100 

 
８ 

「富士山火山地質図 第2版」の
公開 

日本を代表する活火山で、爆発的な噴火活動により首都圏を
含む関東地域に影響を及ぼす可能性のある富士山について、
最新の研究成果に基づく地質図を46年ぶりに改訂版として公

開した。今回の地質図では、これまで不明とされていた噴火口
の位置や溶岩流の分布域を示すことができ、今後の防災マッ
プの基礎資料としての活用が見込まれる。 

地質情報研究部門 
中期計画  I-3-(2)-① 
整理番号 0000446-100 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



タイトル 概 要 実施ユニット 

 
 
９ 
 

日本の過去300万年間の火山
活動のデータベースの整備 

第四紀の始まりに関する定義変更（従来の181万年前から
258万年前に変更）に対応した日本唯一の火山活動のデー
タベースを作成し、地質図Navi上で火山ツールとして利

用できるように公開した。重要インフラ施設と火山との
位置関係の確認や、火山噴火時の防災情報の基本データ
として利用が期待される。 

地質情報研究部門 
中期計画2-(3)-① 
整理番号0000434-100 

 
 

１０ 

地質図情報閲覧ポータルである
地質図Naviの正式公開 

地質図情報を閲覧する統合ポータルである地質図Naviを正

式公開し、他機関のデータを含めた地図データの高度な表
示・利用を可能とした。地理空間情報の重ね合わせの利用を
容易にしていることが評価され、電子国土賞2013特定テーマ
賞を受賞した。また、20万分の1日本シームレス地質図の

サービスが評価されつくばサイエンスアカデミー・ベスト産業実
用化賞を受賞した。 

地質調査情報センター 
中期計画4-(1)-① 
整理番号0000452-100 

 
１１ 

利活用促進に向けた地質情報
の高度利用環境の整備 

これまで分散していた地質情報をクラウドサーバ上に集
約して運用開始するとともに、二次利用の利便性向上の
ため、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを導入す
る形で利用ガイドラインを改定した。これらオープン
データとして整備したデータベース類は、Open DATA 
METI (地理空間情報) に登録された。 

地質調査情報センター 
中期計画4-(1)-① 
整理番号0000458-100 

 
１２ 

地中熱利用実証実験システム
の導入 

地質標本館において、地中熱利用実証実験システムを導
入、展示を開始した。本システムを用い、わかりやすい形で
地中熱の効率的な利用事例を紹介する。2013年7月より地圏
資源環境研究部門・再生可能エネルギー研究センターが
本システムを用いた実証試験を開始した。 

地質標本館 
中期計画4-(1)-② 
    2-(2)-② 
     I-1-(2)-③ 

整理番号0000459-100  
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平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



反射法地震探査による関東平野の深部地質構造  活断層・地震研究センター                          

【研究成果の概要】 
・関東平野西部・立川断層周辺を東西に横断する深部
反射法地震探査データの再処理によって、断層活動に
伴うハーフグラーベンと呼ばれる陥没構造が伏在するこ
とが明らかになった。 
・関東平野東部ではこの陥没構造は不明瞭であるが、
関東平野西部には広範囲に分布することが示された。 
・本成果は日本地球惑星科学連合2014大会にて発表。 
堀川 晴央 他 MDRS法によって明らかになった東京都下の基盤構造 

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：別表2 3-(1)-① 活断層評価及び災害予測手
法の高度化 
・平成24年度に取得した関東平野西部の探査データに
既存の探査データも加えて総合的に解釈し、立川断
層・綾瀬川断層南東延長部における伏在断層の存否等
を検討する。 
 
【開発技術の用途】 
・陥没構造を形成した断層が再活動しているかを精査
することにより、首都直下地震の候補断層の絞り込み
が可能となる。 
・基盤岩上面の起伏により、地震動の増幅が変わるた
め、首都地域の地震動評価の高精度化に貢献できる。 

ハーフグラーベン（陥没構造） 

2 km 

4 km 

6 km 

地表 

図2 側線（図1の黄線）における 
反射法地震探査の解釈結果 
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地表での立川断層の位置 

図1 関東平野の主な活断層 

反射法地震探査
の側線 

平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



下北半島で発見された17世紀前後の巨大津波の痕跡        活断層・地震研究センター                          

図１ 東通村の位置と検出した津波堆積物 

図２ 青線は東通村で発見された 
   津波の浸水範囲（推定） 

【研究成果の概要】 
・下北半島太平洋岸（青森県東通村）において17世紀前後
の津波堆積物を発見した。これは1611年慶長地震や17世

紀の千島海溝の連動型巨大地震に対比される可能性があ
る。 
・本地域では過去6千年間で最も規模の大きい津波の1つで
あったことを示している。  
・本成果は国際誌に掲載された。 
Tanigawa et al. (2014) Geological evidence for an unusually large tsunami on 
the Pacific coast of Aomori, Northern Japan. Journal of Quaternary Science, 
29, 200-208, DOI: 10.1002/jqs.2690  
 
【平成２５年度計画との関連】 

小項目：別表2 3-(1)-② 海溝型地震及び巨大津波の予測
手法の高度化 
・過去の津波や隆起、沈降の痕跡から過去の巨大海溝型地
震の履歴及び規模を明らかにするため地形・地質調査研究
を進める。特に歴史記録に乏しい北海道から東北におい
ては、地質学的な津波堆積物による研究が有用である。 
・日本海溝沿いの下北半島などで津波堆積物や地殻変動の
調査を実施した。 
 
【開発技術の用途】 
・将来の巨大津波の規模予測と津波防災への貢献 
・海溝沿いにおける巨大地震の長期発生予測 

5cm 砂質粘土 

津波堆積物 

粘土 

約1km 

東通村 
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    放射性物質除染の効果を評価     地圏資源環境研究部門 

【研究成果の概要】 
・東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた陸域
の放射性セシウム汚染について、複数の除染シナリオを設定
し、それぞれの効果について地理情報システムを用い解析を
行った。 
・その結果、除染により空間線量率は一定程度低減するもの
の、除染後もなお、空間線量が3.8（µSv/h）、と予測される地
域が存在することを確認した。 
・これら解析をもとに汚染の除去から中間貯蔵施設における
保管までの総除染費用を最大で5.13兆円と推定した。 
・本研究は安全科学研究部門と共同で実施し、国際誌に掲
載並びに2013年6月4日に産総研プレスリリースにて公表し

た 。 Yasutaka et al. (2013)  A GIS-based evaluation of the effect of 
decontamination on effective doses due to long-term external exposures in 
Fukushima. Chemosphere. 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：別表2 2-(1) -① 土壌汚染評価技術の開発 
・土壌汚染等に起因する生活環境リスクの評価モデルを作成
し、統合化モデルに反映させる。放射性物質の土壌汚染につ
いて、リスク管理施策を確立する。  
 
【開発技術の用途】 
・除染特別地域内の農用地や森林の除染のあり方に関する
検討や中間貯蔵施設の設計への活用が期待される。 
・住民の帰還に関する自治体の計画策定などへの活用が期
待される。 
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図：除染後の生活圏の空間線量の予測値。①における除染
費用は1.83~2.03兆円と試算された。(Yasutaka et al., 
2013) 

太平洋 

東京電力 
福島第一 
原子力発
電所 

0                     20 km 0                     20 km 

太平洋 

空間線量率 
（μSv/h） 
 
         < 0.1 
         0.1-0.2 
         0.2-0.5 
         0.5-1.0 
         1.0-1.9 
         1.9-3.8 
         3.8-9.5 
         9.5-19 
         ≦19   

①除染特別地域の除染費用試算 

除染前 除染後 

②それ以外の地域の除染費用試算 

基準となる 
空間線量データ 

除染対象域 
の設定 

福島県全県で予想される除染費用（①＋②） 
 最大で5.13兆円 

表：福島県下、統一シナリオでの除染費用の試算
結果。 

面的除染:年間追加被ばく
線量1mSv 以上の地域

面的除染:年間追加被ばく
線量5mSv 以上の地域
局所除染: 1-5mSv の地域

第4 次航空機モニタリング
（2011年10-11月実施） 2.13～3.10　兆円 0.70～1.03　兆円

第6 次航空機モニタリング
（2012年10-11月実施） 1.42～2.09　兆円 0.13～0.19　兆円
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第2図 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） 

CO2地中貯留がもたらす地下微生物生態系への影響を解明          地圏資源環境研究部門                         

【研究成果の概要】 
• 枯渇油田でのCO2地中貯留が微生物生態系のメタン

生成活動に及ぼす影響をラボスケールで調査した。 
• 高濃度CO2環境では異なるプロセスでメタンを生成

する微生物群集に置き換わり、その活動は維持さ
れる可能性を示した。 

• 本課題は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。  

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

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目:別表2 I-2-(2)-① 鉱物及び燃料資源のポテ
ンシャル評価 
・効率の良い資源開発や環境保全に向け、メタンの
生成、消費等の地下微生物活動を評価する。 
小項目：別表2 I-2-(1)-② 二酸化炭素地中貯留評価
技術の開発 
・二酸化炭素の安全かつ長期間にわたる地中貯留を保
証するための技術を開発する。 

 
【開発技術の用途】 
• これまでの地球科学を中心としたCO2地中貯留の研

究に微生物学的な新しい視点を付加することで、
今後のCCS技術の実用面での可能性を広げた。 
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N2  
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8 4 12 
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枯渇油田の環境を再現 
高圧環境での微生物培養実験 
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発電所 工場 

高圧培養容器 

図1 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？ 
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地質構造解析による天然ガス資源の賦存状況把握への新知見          地圏資源環境研究部門                          

【研究成果の概要】 
・天然ガス資源賦存状況の効率的な把握のため、上越
沖・三陸沖の構造探査・海底調査を実施した。 
・その結果、海水準低下期のメタンハイドレートの分解が
ポックマーク（海底のすり鉢状の窪地）の成因であるという
モデルを提案した。本成果は国際誌に掲載された。 
Nakajima et al. (2013) Journal of Asian Earth Science, 印刷中 
・三陸沖ではメタン流出量の高い領域で地すべりや脱水
構造が検知され、一連の地質現象は高いメタンフラックス
が要因であると示唆された。本成果は日本地質学会で高
い評価を受け2013年日本地質学会小藤文次郎賞を受賞
した。 
受賞論文：森田澄人 ほか （2011） 海底スランプ堆積層とそれに関わる脱水構
造：下北沖陸棚斜面の三次元地震探査データから．地質学雑誌, 117, 95-98. 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：別表2 I-2-(2)-① 鉱物及び燃料資源のポテ
ンシャル評価 
・大水深域等の海域及び陸域における地質調査と解析
により、天然ガス鉱床形成システム解明及び資源ポテ
ンシャル評価を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・天然ガス資源の探査をより効率的に推進する上で、 
ポックマーク・地すべり・脱水構造等の地質構造が地
質学的指針として極めて有用であることを、資源開発
を担う企業に提示できる。 

ポックマーク  
（海底のすり鉢状の窪地） 

Nakajima et al. (2013) 上越海丘ポックマーク
周辺の地形図 

図1 上越海丘におけるポックマークの形成モデル。 

メタンハイドレート 

図2 海底に露出しているメタンハイドレート 
(経産省プレス発表資料  ＊産総研が経産省委託費で実施し、 
2013年11月29日、経産省プレス発表につながった。） 

海水準低下期に、メタン
ハイドレートが分解し、
吹 き 出 す こ と で ポ ッ ク
マークが形成された。 
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約 200 m 経産省2013プレス発表 
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     ５万分の地質図幅「八王子」および「今庄及び竹波」       地質情報研究部門 

【研究成果の概要】 
 

「八王子」地域 （図１）： 
・首都圏西部（八王子市・町田市・多摩市の他、相模原市・川崎市・  
横浜市などの一部）に位置し、200万を越える人口を抱える。 
・詳細な地質調査により、都市化した丘陵地を構成する段丘堆積物 
と河川沿いの沖積層の地質構造が明らかになった。 
 

「今庄及び竹波」地域 （図２）： 
・若狭湾東部沿岸域（敦賀市・南越前町など）に位置し、発電所など 
の重要インフラ施設が立地している。 
・詳細な地質調査により、近畿圏北部−北陸にかけて広域に分布す
る 基盤岩類の地質構造と活断層の分布が明らかになった。 
 
【平成25年度計画との関連】 
 

小項目：別表2 1-(1)-① 陸域の地質調査と地質情報の整備 

・ ３区画完成の計画に対し、3区画を完成させた。 
 
【開発技術の用途】 
 

・首都圏および近畿圏における防災・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を提供する。 

図１ 5万分の1地質図幅「八王子」 

図２ 5万分の1地質図幅「今庄及び竹波」 
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      徳之島西方海域における活発な熱水活動の発見        地質情報研究部門                          

【研究成果の概要】 
・徳之島周辺海域における海洋地質調査から、徳之島西方に
おいて、火口状の海底地形に活発な熱水活動が認められた。 
・火山島の列であるトカラ列島の延長がさらに南西に続くこ
とを示す成果である。 
・海底火山活動に伴う熱水活動では海底熱水鉱床を形成する
可能性があり、海底鉱物資源ポテンシャルの把握のための重
要な知見となる。 
（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
スにて公表。朝日新聞社など総計8社・11紙面にて報道。） 
 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：別表2 1-(1)-② 海域の地質調査と海洋地質情報の
整備 
・沖縄周辺海域の地質情報整備（海洋地質図作成）のため、
鹿児島県徳之島周辺海域の海洋地質調査を実施。 
・海域の地質構造と層序、地形を明らかにし、海底地質図を
作成する。火山地形の抽出と音響探査、その場の構成岩石や
海底環境の確認から海底の火山活動域や熱水活動域を確認し、
海底鉱物資源ポテンシャル評価や海底火山にかかる防災・減
災に貢献する。 
 
【開発技術の用途】 
・海洋鉱物資源ポテンシャル評価。 
・海底火山防災・減災。 

図2 海底熱水噴出孔付近の海底 
硫化物を好む生物群集が認められる。 

徳之島 

図1 徳之島西方海域の海底地形図 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



     「富士山火山地質図 第２版」の公開                  地質情報研究部門                         

【研究成果の概要】 
・日本を代表する活火山で、爆発的な噴火による降
灰等により、首都圏を含む関東地域に影響を及ぼす
可能性のある富士山について、地質調査に基づく最
新の研究成果を取りまとめ、地質図を46年ぶりに改
訂し公開した。 
・今回の地質図では、これまで不明とされていた10ヶ

所以上の噴火口の位置や、溶岩流、土石流の分布
域を示すことができた。 
・火山に関する国際学会(IAVCEI2013)で展示した
ほか、マスコミ（NHK、朝日新聞、毎日新聞等） 
の取材・報道がなされた。 

 

【平成２５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 
・活動的火山の噴火活動履歴調査の実施 
・火山地質図を作成 
 
【開発技術の用途】 
・最新の科学的知見に基づき、火山活動履歴をわ
かりやすく示した地質図の公表は、国土防災(防
災マップの作成等)や学校教育等への利活用が期
待できる。 

図1 富士山火山地質図 第2版 (地形立体表示) 

図２ 国際学会(IAVCEI 2013)における展示の様子 
（＊立体地質図表示システムについては特許 (特開2014-032304)
取得済み。） 
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＊立体地質図 
表示システム 

平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 
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日本の過去300万年間の火山活動のデータベースの整備           地質情報研究部門                          

【研究成果の概要】 
・第四紀噴火・貫入活動データベースの作成と、これを
基に火山の検索機能を火山ツールとして地質図Naviに追
加実装した。（2013年11月20日公開） 
・火山中心からの任意の距離で同心円表示が可能。 
・任意地点から設定した距離内の第四紀火山等を抽出し、
表示リストを作成できる。 

 

【平成２５年度計画との関連】 
 小項目：別表2 2-(3)-① 地質現象の長期変動に関す
る影響評価技術の開発 
・火山データベースの内容を引続き拡充・更新する。 

 
【開発技術の用途】 
・重要インフラ施設の適合審査等に利用：原子力発電所
の新規制基準適合性審査など、火山からの距離に応じた
影響を評価する際など、抽出された火山の妥当性確認に
利用できる。 
・防災利用：火山噴火時の降灰被害等、防災情報の基本
データである。 
・学術利用：第四紀の定義変更に対応した日本唯一の
データベースとして学術的利用が可能。 

図１ 九州電力川内原子力発電所(左中央白
十字マーク)を基準点とした160km圏*の火山を
表示 
           

*原子力規制委員会による「原子力発電所の火山影響評価ガイ
ド」に基づく火砕流最大到達距離 
    

平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



地質図情報閲覧ポータルである地質図Naviの正式公開                地質調査情報センター                          

【研究成果の概要】 

・地質図情報を閲覧する統合ポータルである地質図Naviを正

式公開し、他機関のデータを含めた地図データの高度な表示・
利用を可能とした。地理空間情報の重ね合わせの利用を容易
にしたことが評価され、電子国土賞2013特定テーマ賞を受賞
した（2013年11月14日） 。 
・地質図情報のもととなる「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した（2014年1月24日）。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
別表2 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台帳機能などを強化
し、これを引き続き運用するとともに、ユーザーからの意見の
反映を通じてその改良を行う。 
 
【開発技術の用途】 
・直感的な操作で地質図情報の閲覧が可能。 
・タイルを利用した高速な表示。 
・位置情報に基づく多様なデータの重ね合わせ。 
・新たな地質図利用ユーザーの獲得。 
 

図１ 地質図Naviトップページ 

図２ 地質図Naviの台帳機能強化 

図３ 電子国土賞（左）と、つくばサイエンスア
カデミー・ベスト産業実用化賞（右）の授賞式 
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平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



利活用促進に向けた地質情報の高度利用環境の整備           地質調査情報センター                          

【研究成果の概要】 

これまで分散していた地質情報をクラウドサーバ上に集約
するとともに、二次利用の利便性向上のため、クリエイ
ティブ・コモンズ・ライセンス (CCライセンス) を導入す

る形で利用ガイドラインを改定した。これらオープンデー
タとして整備したデータベース類は、Open DATA METI 
(地理空間情報) に登録された。 
 
【平成２５年度計画との関連】 
別表2 4-(1)-① 地質情報の提供 
・地質情報の共有および流通を促進するため、配信する地質
情報を整理し利便性を高める。 
 
【開発技術の用途】 
・災害発生時においても情報公開を継続できるBCP対策。 

・利用許諾申請不要で利用可能な範囲の拡大。 
・オープンデータ選択肢の拡大。 
・地質情報の二次利用促進。 
・新規分野でのビジネス創出。 

図１ CCライセンスの導入 

図２ 適切なクレジット表示を行った上
での申請不要の二次利用例 
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出展明記が必要 

平成２５年度の主な研究成果一覧（地質分野） 



【研究成果の概要】 
・地質標本館・1階映像室に地中熱利用ヒート
ポンプシステムを導入し2013年7月より展示と
運用を開始した。 
・資源エネルギー庁新エネルギー対策課やNEDO
新エネルギー部等、多くの見学研修依頼に対応し
た。 

 
【平成２５年度計画との関連】 
小項目：1-I-1-(2)-③、別表2 2-(2)-② 地熱
資源のポテンシャル評価  及び別表2 4-(1)-② 
地質情報の普及 
・地中熱利用空調システムに関する展示を設置し、
関連する特別展を開催する。 
・本システムを用い、地圏資源環境研究部門・
再生可能エネルギー研究センターがヒートポン
プの性能評価のための実証試験として活用する。 
 
【開発技術の用途】 
・産総研地質分野の情報発信拠点である地質標本
館が地中熱実証実験システムを導入することで、わ
かりやすい形で地中熱の効率的な利用事例を紹介
し、普及の促進に貢献する。 

      

図2 地中熱システムの概念図。 

地中熱利用実証実験システムの導入                  地質標本館                          

図1 熱交換器（国内では初利用のシート型熱交換器）とその埋設風景 
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