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ページ 分野 タイトル 概 要 

5 環エネ 
炭化ケイ素（SiC）電力変換用素子の量産

レベル試作に基づくオープンイノベーショ
ン拠点の構築 

富士電機（株）が共同研究等で開発したダイオードおよびMOS電界
効果トランジスタを活用した太陽光発電用パワコン（効率99%、1/5の
小型化）の試作を実現（2012.4）し、電力変換器の省スペース化・省エ
ネ化を実現する技術開発を推進した。 

6 環エネ 工業ナノ材料のリスク評価 

OECD及びISOに新規共同事業及び新規格案を提案（2012-2013）し、

国際標準化に貢献した。また、事業者の自主安全管理を支援するた
めの安全性試験手順書・作業環境計測手引き書を発表（2013）し、
CNTの利用促進に貢献した。 

7 環エネ 省エネルギー型下水汚泥流動焼却炉 
省エネルギー型下水汚泥流動焼却炉の通算2000時間の連続運転を

達成し、プロセスを完成させた。初号機は東京都浅川水再生センター
にて稼働を開始し（2013.4）、他6基も建設中。 

8 環エネ 高品質バイオディーゼル燃料（BDF）製造
技術 

タイに高品質バイオディーゼル燃料（BDF）製造用パイロットプラント
を設置し、運転研究を実施し、東アジアサミット推奨規格品質のBDF
を製造できることを実証した（JST-JICA SATREPS事業、2009-
2012）。 

9 環エネ 次世代自動車高エネルギー密度蓄電デ
バイスの開発 

耐熱性・安全性を高めた高容量二次電池（ステンレス箔集電体による 
Si 系負極／LiFePO4正極）を開発した（2012）。また、電池構成材料
である高容量Si系（SiO等）負極用集電体として開発されたステンレス
箔のサンプル出荷を開始した（2013）。 

10 環エネ 粘土膜（クレースト）使用軽量水素タンク
の開発 

粘度膜（クレースト）をアスベスト代替の高温用ガスケット材として実用
化させ、その後、NEDO 水素利用技術研究開発事業においてクレー

ストを使用した複合材料による軽量の高圧水素タンクを実証した
（2013）。 

11 ライフ 肝疾患糖鎖バイオマーカーの開発 

肝臓がんの原因となりうる慢性肝炎・肝硬変の進行度（線維化）を糖
鎖マーカーを用いて血液検査により判定する試薬を開発。H25年12
月に薬事承認（製造販売承認）を得た。糖鎖マーカーを用いた肝臓の
線維化検査技術の実用化は世界初であり、従来技術よりも短時間に
測定することが可能となった。 

12 ライフ 汎用ヒト型ロボットによる 
サンプル自動調製システムの開発 

世界で初めてライフサイエンス用ロボットを作成し、高精度で再現性
の高いサンプル調製の自動化に成功。創薬研究の現場に導入し事
業化も開始した。 

主な研究成果一覧 
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ページ 分野 タイトル 概 要 

13 ライフ ヒトiPS/ES細胞を特異的に検出する 
試薬の製品化 

ヒトiPS/ES細胞を特異的に検出するプローブを発見。ヒトiPS/ES細胞
を用いた再生医療の実現化に貢献する製品として、H25年7月に和光
純薬工業株式会社から上市した。 

14 ライフ 秘匿検索技術の実用化 

プライバシーを保護したまま個人ゲノム情報解析ができる技術の開
発を目指し、基本的な暗号化ソフトウェアと携帯電話からでも検索で
きるソフトウェアの開発に成功した。今後、東北メガバンクとの共同研
究で実際の個人ゲノム情報に応用、実用化する。 

15 ライフ 誰にでも見やすく、わかりやすい 
アクセシブルデザイン 

視覚障害者や高齢者にとって、公共空間、交通機関等がより安心し
て利用しやすくなる社会の実現を目指し制定したJIS（日本工業規格）
及びTR（技術報告書）に基づき、建築物（例えば、空港，病院，商業
施設）の案内表示の設計・デザインに協力した。 

16 ライフ ウミホタルの光で生体情報を 
解析する技術 

「中小企業グローバルトップ性能製品の評価手法の開発」資金を活用
し、アトー社と共に発光測定法を正確に行うための標準発光プレート
を開発し、販売を開始した。 

17 ライフ イヌインターフェロン発現イチゴの製品
化 

独自開発した「医薬品原材料生産のための完全密閉型遺伝子組換
え植物工場」を用い、企業と共同で組換え植物体を原薬とする動物薬
の開発に成功、H25年10月に製造販売承認を取得、H26年3月に上

市した。世界で初めて遺伝子組換え植物体を原薬とした動物用医薬
品開発の実現に成功した。 

18 情エレ 微量・微小物質を検出する導波モード
センサの製品化 

表面プラズモン共鳴センサの光学系をベースに、微量・微小物質を検
出する導波モードセンサを開発、製品化。 

19 情エレ・計測 液体ヘリウムフリー・ジョセフソン電圧
標準装置の製品化 

液体ヘリウムの不要な小型ジョセフソン電圧標準を開発し、素子を頒
布開始。これを利用したシステムを製品化。 

20 情エレ ミニマルファブ 
半導体チップの究極の多品種少量生産を可能とするミニマルファブシ
ステムを提唱・開発。ミニマル装置を用いて、MOSFETの作成・動作
に成功。装置販売開始。 

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

ロボット新産業へ向けて、世界標準仕様に基づくロボット用ミドルウェ
ア共通基盤を開発、提供。ユーザ主導のロボット開発プロジェクトを促
進。 

主な研究成果一覧 
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ページ 分野 タイトル 概 要 

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

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

23 情エレ 音声情報検索サービスPodCastle/能動
的音楽鑑賞サービスSongle 

音声・音楽の自動認識・理解技術に基づくコンテンツサービス
を開発。インターネットで公開し、ユーザのフィードバックに
よりその質を向上。 

24 ナノテク 
カーボンナノチューブの大量合成技術の
開発 

単層カーボンナノチューブ（SWCNT) の大量生産技術を実現し、素材
企業へパイロットプラントを貸与。SWCNTをのべ１４０件、サンプル提
供を実施して用途開発を促進。 

25 ナノテク 
表面活性化法による常温ウェハ直接接
合 

常温ウェハ直接接合プロセスに関する基盤技術を元に、携帯電話用
高性能SAWフィルターや高性能MEMS絶対圧センサ、量産対応接合
装置Bond Meisterが市販されるとともに、異種ウェハ複合化による高
機能デバイスや異種デバイス複合化技術を開発中。 

26 ナノテク 
AD（エアロゾルデポジション）法によるフ
レキシブル色素増感型太陽電池の開発
に成功 

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。量産化の目途を得て、共同研
究先が製品化発表。  

27 ナノテク 調湿材料開発と調湿建材の製品化 

調湿材料を開発し技術移転、共同開発により材料メーカーから調湿タ
イル（エコカラット）、デシカント空調用調湿材（ハスクレイ）の製造販売
を開始。省エネに貢献するハスクレイの内装建材を共同開発中。調
湿建材の普及促進のため、コストダウンを志向した新材料検討開始 

28 ナノテク 
プルシアンブルーナノ粒子によるセシウ
ム除染 

プルシアンブルーのナノ粒子化・構造最適化により、放射性セシウム
吸着能を向上。吸着材を開発し、焼却灰除染技術や超微量分析技術
等に展開。吸着材、分析用装置は販売開始 

29 地質 活断層データベースの整備 
検索地図に都市圏活断層図の範囲や、リアルタイム震源位置を重ね
て表示可能にした。活断層活動による地震発生確率を定量的に示す
ことで、目的に応じたリスク評価が可能となる。 

30 地質 
CO2地中貯留研究： 安全性評価技術
の推進 

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

主な研究成果一覧 
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ページ 分野 タイトル 概 要 

31 地質 
地質図ライブラリーの運営と文献情報
の公開 

地質情報アーカイブ機関としてインターネットによる所蔵資料の情報
公開や外部利用者への所蔵資料直接提供を行った。 

32 地質 
地図系データバンクに向けた地質情報
提供体制の整備 

地質情報のオープンデータ化と二次利用ライセンス整備をおこなった。
オープンデータ化・ワンストップ化により、地質情報の利活用がさらに
進むことが期待される。 

33 地質 ジオパークの推進 
三陸地域の復興と防災教育の手段の一つとして、三陸ジオパークが
設立され、2013年に日本ジオパークに認定されたほか、33地域にジ
オパークが設立され、内6ヶ所が世界ジオパークに認定された。 

34 計測 医療の信頼性確保に必要な放射線標
準の確立 

放射線がん治療で使用されている医療用リニアックからの高エネル
ギー光子線の線量標準を開発し、放射線がん治療の安全性の向上
に貢献。 

35 計測 LED照明評価の信頼性向上のための
測光放射標準の開発 

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

36 計測 定量NMR技術による革新的計量トレー
サビリティの実現 

定量NMR校正技術を世界に先駆けて実用化し、国家標準が整備さ

れていない化学物質における計量トレーサビリティの確保された標準
物質の迅速供給を可能に。 

37 計測 キログラム再定義のためのアボガドロ
定数精密測定 

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

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

ナノテクプラットホーム事業微細構造解析プラットフォームに参画し、
産総研で開発したオリジナルの先端計測分析機器を公開。平成25年
度は、企業、大学、研究開発独法に対して350件の支援。ユーザの課
題解決に貢献するとともに開発機器の改良研究を実施。 

39 計測 シリコン・ウエハ検査システムの開発と
現場導入 

半導体量産現場で利用できる微小欠陥検出技術の開発と半導体生
産ラインへの導入。車載マイコン量産における迅速な欠陥検出を通じ
てデバイスの信頼性と歩留りの向上に貢献。 

主な研究成果一覧 
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   炭化ケイ素（SiC）電力変換用素子の量産レベル試作に基づくオープンイノベーション拠点の構築 

2000 

2005 

2010 

パワー素子の生産技術を確立し、実装量

産技術の検証による製品化加速を目指す

TPEC （Tsukuba Power Electronics 
Constellations）の発足（2012.4） 

富士電機（株）が当該事業で開発したダイ

オードおよびMOS電界効果トランジスタを

活用した太陽光発電用パワコン（効率99%、

1/5の小型化）の試作を実現（2012.4） 

富士電機㈱、アルバックと共同研究 
（産業変革研究イニシアティブ事業）を開始 

電力変換器の省スペース化・省エネ化を
実現する技術開発を推進 

NEDOプロにおいて、SiCパワーデバイス

に関する昇華法4インチ基板作成に係る基

盤技術を開発 

先進パワーエレクトロニクス研究センター 

「超低損失電力素子基盤技術開発」

（NEDOプロ）において、SiCウエハ・デバイ

ス製造に関する基本技術を開発 

2012 

図２ TPECの役割（オープンイノベーションハブ） 70年代 SiC研究を開始 

↓ 
富士電機が、SiCラインの構築の
設備投資を発表（2013年4月） 

2013 

Ｓｉデバイス
搭載 

0.45 W/cc 2.5 W/cc 

580x155x280 (mm) 

ＳiＣデバイス
搭載 

体積 
約1/5 

図１ パワー素子をSiからSiCに置き換えた効果の例 

FIRST事業にて、系統電力への応用が期

待できる10 kV超級耐電圧素子を実証 
（2013.9） 
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工業ナノ材料のリスク評価 

・ナノ粒子特性評価手法の研究開発 

  共同研究による本格的研究開発：    

  NEDO(2006-2010) 

ナノ材料リスク評価書、試料調整・計測手

順書の発表、OECD及びISOで講演（2011) 

◆ ナノ材料リスク評価書 

http://www.nanosafety.jp

新着記事
記事
本文

twitter

・個別製品のリスク評価解説書 
・HPでの情報発信 

指針の策定 
･OECD、ISO文書 

研究成果 

OECD及びISOに新規共同事業及び新規格

案を提案（2012-2013） 

 →国際標準化に貢献 

・化学物質のリスク評価手法の開発 

 産総研による基盤研究：  

 NEDO(2001-2006） 

安全科学研究部門 

・ナノテクノロジーのリスク評価・管理 

手法と標準化の研究 

  産総研交付金による要素技術開発：  

 分野融合課題(2005-2007） 

ダウン 
ロード数 
7408件 

(2013.5.7
現在) 

2005 

2006 

2013 

2010 

2001 

事業者の自主安全管理を支援するための

安全性試験手順書・作業環境計測手引き

書を発表（2013） 

 →CNTの利用促進に貢献 
◆ 安全性試験手順書、 

  作業環境計測手引き書 

今後の展開 

ダウン 
ロード数 
1871件 

(2014.4.11
現在) 
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省エネルギー型下水汚泥流動焼却炉 

NEDOプロにより、5t/日実証炉試験を北

海道長万部町で実施 

通算2000時間の連続運転を達成し、プ

ロセスを完成 

東京都アースプラン（温暖化ガス削減）

に採用され、初号機を受注。学会、業界

から高い評価 

新規汚泥焼却炉の勉強会発足、共同研

究の開始(産総研、土木研の共同研究) 

産総研での基礎研究で、加圧燃焼には

問題が無いことを実証し、次の段階へ 

2003 

2004 

2013 

2008 

2001 

ガスタービンから過給機へシステムを変

更、併行して産総研で基礎研究を実施 

2011 

初号機の稼働開始、他6基を建設中 

特許使用料の初受領 

過給機カットモデル 
舶用機の転用 産総研の加圧容器 

左： 2013年4月稼働開始の初号機  
   （東京都浅川水再生センター提供） 
右： 化学工学会技術賞受賞（H24年度） 

エネルギー技術研究部門 
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高品質バイオディーゼル燃料（BDF）製造技術 

・高品質BDF製造技術の実証研究  

・実車走行試験による自動車適合性評価 

BDFの品質改善用プラント設計のための触

媒高度化および基礎データ集積（企業との

共同研究、地球環境保全等試験研究費） 

2005 

2007 

2012 

2009 

タイに高品質BDF製造用パイロットプラント

を設置し、運転研究実施。東アジアサミット

推奨規格品質のBDFを製造できることを実

証（JST-JICA SATREPS事業） 

BDFの課題であった低酸化安定性を克服

したBDF品質改善技術（触媒を用いた選択

的水素化技術）を開発 

（NEDOプロ：日本-タイ共同研究） 

バイオディーゼル燃料の安心利用
に繋がる燃料品質確保技術を開発 

新燃料自動車技術研究センター 

図2 高品質BDF製造用パイロットプラント
（タイ科学技術研究院に設置） 

図3 バイオディーゼル燃料の東
アジアサミット推奨規格（2008） 

METIの東アジア・アセアン経済研究セ
ンター（ERIA)のWGで策定（WG代表者：
後藤センター長）。タイ王国等の燃料
の国家規格に反映。 

2004 

石油精製触媒技術をBDFの高品質化に応
用する研究(産総研-タイ科学技術開発庁-
タイ科学技術研究院間の包括研究協力協
定締結) 

図１ 実車試験用車輛 

いすゞタイランドグループ及
びタイPTTとの連携し、高品
質BDFを用いた実車試験を
実施（50,000km)。エンジン
性能、排ガス性状等いずれ
も問題がないことを実証。 
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   次世代自動車高エネルギー密度蓄電デバイスの開発 

2000 

2005 

2012 

電池構成材料である高容量Si系（SiO等）負極用集電体

として開発されたステンレス箔のサンプル出荷開始（新

日鐵住金マテリアル；日経エレ掲載）【企業連携研究の

成果】 

高エネルギー密度(単電池で250Wh/kg以上)蓄
電池を設計可能な機能材料の開発 
 →高航続距離のEV走行が可能なプラグイン

ハイブリッド車や電気自動車の普及推進 

耐熱性・安全性を高めた高容量二次電池（ステ

ンレス箔集電体による Si 系負極／LiFePO4正

極）の開発（日経新聞はじめ各紙掲載）【企業連

携研究の成果】 

次世代自動車用二次電池の開発 

高容量の反面、体積変化の大きい合金系負極

の集電体との一体化技術の開発（集電体への

合金めっき法等）【地域新生コンソーシアム】 

ユビキタスエネルギー技術研究部門 

・ リチウムイオンタイプ蓄電池用新規高容量電

極（正極および負極）材料の探索研究 
・ 高容量材料の電極化技術（バインダ・集電体

を含む）の開発 
 【NEDO プロジェクト／企業連携研究】 

2013 

1.5
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図２． ステンレス箔集電体に塗工されたSi系負極 

図１． 高温(60℃)環境下においても充放電サイクル
に 優れ る Si 系 負極 ( ステ ンレス箔集電 体 )/ 
LiFePO4正極電池の充放電曲線 

 
ステンレス箔 Si 系負極材料 
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バリア材料のためスプレーコーティング用

ペースト開発 （戦略的基盤技術高度化支援事業） 

粘土膜（クレースト）使用軽量水素タンクの開発 

2004 

2006 

2013- 

ガスバリア材料高性能原料粘土の開発 
（ものづくり中小企業製品開発等支援補助金） 

炭素繊維強化プラスチック複合材料加工技術

確立（水素バリア性と強度の両立：科研費基盤研究） 

水素ガスバリア性の発見 

コンパクト化学システム研究センター  

フィルム連続製膜技術の確立 
（JST A-stepによる委託開発） 

2010 

クレースト：  
産総研で開発された、粘土を主成分とする膜材料。 
厚さ 1 nm の粘土結晶を緻密に積層した柔軟で 

耐熱性、高ガスバリア性に優れた材料。 

小型４L水素タンク 

高性能原料粘土 

2008 

2012 

水素エネルギー社会の実現へ     

クレースト 

cc／m2･day･atm

ポリイミド 6371

液晶ポリマー 126.1

シリカ蒸着PET 8

クレースト <0.01

薄膜の水素透過度(厚み約0.02mm)

中型38L水素タンク 
(燃料電池車用) 

大型500L水素タンク 
(水素運搬用) 

複合材料による高圧水素タンク実証 
（NEDO 水素利用技術研究開発事業） 

炭素繊維強化層

粘土膜複合材ライナー

口金

クレースト

アスベスト代替の高温用ガスケット材として実用化 

（NEDO緊急アスベスト削減実用化PJ、イノベーション推進PJ） 

実用化されたガスケット 
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肝疾患糖鎖バイオマーカーの開発 

2006 

2011 

2014 

糖鎖マーカーを ”ものさし” とした 
創薬支援 

保険収載にむけた医療機関との 
コラボレーション 

企業への橋渡しによるPMDA申請。 
臨床試料（多検体）による検証を実施、なら

びに新規候補分子の開発 (厚労科研 等) 

従来のマーカーでは検出できない疾患の 
進行状態を検出・モニタリング可能にする、 

糖鎖バイオマーカーによる診断技術 

戦略を設定、それにより有用と思われる肝

疾患に対する糖鎖バイオマーカー候補分

子の選定に成功 

NEDO糖鎖プロジェクト [糖鎖機能活用技

術開発: MG] において糖鎖バイオマーカー

の開発を実施 

糖鎖医工学研究センター 

2001 NEDO糖鎖プロにより技術的基盤を開発 

体外診断薬製造販売承認 
慢性肝炎（肝線維化）・肝硬変・肝細胞がん、 

肝内胆管がん を検出する 

WFA+-M2BP 

WFA+-CSF1R 
肝臓マーカー 

胆管がんマーカー 
：WFA-positive sialyl-MUC1 の開発 
 

海外との連携・アプリケーション開発 

2013 

WFA-MY.1E12 
サンドイッチ 

ELISA 

胆汁・血清を 
対象とした 

簡易検出シス
テムの開発 

検証 (バリデーション)  

AIST 

測定キット開発 

海外
大学 

国内
大学 

臨床検体（症例） 
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 汎用ヒト型ロボットによるサンプル自動調製システムの開発 

事業化を開始 

プロダクトタイプの開発に成功 

人手では不可能な高度な実験が 
可能である事を検証 

安川電機社と汎用ヒト型ロボット共同開発を 
開始 

世界初のライフサイエンス用ロボットの 
プロトタイプを製作 

汎用ヒト型ロボットによる
ライフサイエンス革命 

創薬分子プロファイリング研究センター 

2007 

2012 

2013 

2014 

創薬研究の現場に投入 

海外展開を開始 

ヒトの手作業では不可能な 
精密な作業高精度の 

繰り返し作業 

ヒト型汎用ロボット 熟練したテクニシャン 

動作が均一 
（σ=0.0044） 

動作にムラがある 
（σ=0.0085） 
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ヒトiPS/ES細胞を特異的に検出する試薬の製品化 

iPS・ES細胞を生きたまま染色する方法 

（特2012-041418） 

和光純薬工業よりAiLec-S1を製品化（6月に上市） 

ヒトiPS/ES細胞を培養液で検査する方法

（PCT/JP2012/006983） 

和光純薬工業株式会社と資金提供型共同研究に

より、AiLec-S1の製品化研究 

AiLec-S1製造ノウハウ 

（H24NOH-759：産総研単願） 

iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発 

（NEDO）において、ヒトES/iPS細胞検出プローブと

してAiLec-S1を発見 

再生医療を実現化する技術 

幹細胞工学研究センター 

2011 

2012 

2013 

2014 ヒトiPS/ES細胞を培養液で検出する技術を 

Nature Scientific Reports誌で発表 

ヒトiPS/ES細胞を培養液で検出するキットを 

製品化予定（2014～2015予定） 

移植用細胞に残存するヒトiPS/ES細胞を培養液で検出 

培養液でヒトiPS/ES細胞を検出するシステムの原理図 
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秘匿検索技術の実用化 

2011 

2012 

2013 

2014 
ベンチャー企業ライセンス供与（予定） 

産総研戦略予算に採択 

プライバシーを保護したまま 
個人ゲノム情報解析ができる 
技術を開発し、実用化する。 

楕円ElGamal暗号の基本ライブラリ開発 

特許出願、プレス発表（3誌に掲載） 

検索化合物の情報を秘密にしたまま、DB中

の類似化合物を検索できる技術を開発 

生命情報工学研究センター 

セキュアシステム研究部門 

化合物検索技術で企業と共同研究 

データベース検索デモシステム 
携帯用アプリを開発 

東北メガバンク（個人ゲノム）と共同研究 

クエリー 

送信 
a80511deab25
2354c1f04cc1

d1a194 

・
・
・ 

b96c0546a202207
f5c834d44de7ad1 

暗号化状態の検索結果
を受信後，復号化 

暗号化 

送信 

暗号文の状態
で類似検索 

電話帳検索の携帯用アプリ 

CSS2013優秀デモンストレーション賞 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/D-glucose-chain-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Oseltamivir-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Aspirin-B-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/L-ascorbic-acid-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Isoflavone-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Aspirin-B-3D-balls.png
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誰にでも見やすく、わかりやすいアクセシブルデザイン 

2008 

2002 

2006 

2004 
JIS「加齢と色の感度」， 

「加齢と可読文字サイズ」制定 

JIS「色の組合せ方法」制定 

ISO規格「加齢と色の感度」発行 

公
共

施
設

・
病

院
・
店

舗
等

の
案

内
表

示
等

，
 

デ
ザ

イ
ン

現
場

へ
の

適
用

 

図１ 識別しやすい色の組合せ表示の例   
  （路線図） 

図２ 案内表示への適用 
大きい文字サイズを使用し，視野範囲を
考慮して設置した例（群馬病院） 

5P 

5PB 

5B 

5BG 

5G 

5GY 

5Y 

5R 

5YR 5RP 

○○駅 

△△駅 

“超高齢社会”対応技術の開発と標準化 

JIS/TR「高齢者の有効視野」， 

「弱視対応の色の組合せ」発行 

誰にでも見やすく、わかりやすい 
視覚表示の実現へ 

ヒューマンライフテクノロジー研究部門 

2010 
ISO規格「加齢と可読文字サイズ」提案 

JIS/TR「弱視者のコントラストと 

可読文字サイズ」提案 

2014 

経産省 国際標準共同研究開発事業 

「アクセシブルデザイン技術」 

2012 

ISO規格「加齢と色の組合せ方法」提案 
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2005 

2006 

2008 

2002 

アトー社（日本）が遺伝子・基質の販売 

ウミホタル発光タンパク質遺伝子の特許出願 

ウミホタル発光基質の新規合成法の特許出願 

ウミホタル発光系に用いる灌流培養装置、イム

ノアッセイを複数社と共同研究を実施 

３つの用途（レポータアッセイ、イムノアッセイ、 
イメージング）のための１４のパテント 
【代表例】 
・ ウミホタル発光系を利用したハイスループット 
  レポータアッセイ系の開発 
・ ウミホタル発光系を利用したイムノアッセイの開発 

2010 
ＮＥＢ社（米国）がレポータアッセイ法
を世界市場へ向け販売 

ウミホタルの光で生体情報を解析する技術 

下村脩博士がノーベル賞に
繋がる基礎研究を行った 

「ウミホタルの光」 

2009 

ウミホタル発光系を用いた新規ガン近赤外光

イメージング法を開発 

開発したプローブで
生体深部の可視化

に成功 

製
品

化
 

基
盤

 
応

用
 

バイオメディカル研究部門 
2013 

発光測定法を正確に行うための標準発
光プレートをアトー社と開発、販売開始 ノーベル賞の 

基礎研究成果を 
製品化し世界販売 
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イヌインターフェロン発現イチゴの製品化 

2006 

2008 

2010 

2012 

製造販売承認・取得（世界初） 

産総研植物工場での製造業（場所） 
許可取得 

製造販売承認申請 

遺伝子組換え植物体を原薬とする 
世界初の医薬品（動物薬） 

産総研植物工場の竣工 

イヌインターフェロンαを発現する遺伝

子組換えイチゴの開発 

生物プロセス研究部門 

2013 

国内初、遺伝子組換え植物の第二種

産業利用認可を取得 

GLP・臨床試験開始 

Good Design賞 経済産業大臣賞受賞 

製造・出荷開始 （3月） 

イヌ歯肉炎軽減剤 
「インターベリーα」 

投
与
前 

投
与
後 

歯茎に塗込投与 

2014 
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微量・微小物質を検出する導波モードセンサの製品化 

2006 

2008 

金属ナノ構造識別機能を実証し、バイオセンサ

以外への展開も開始。 

導波路層にナノ穴形成することにより高感度化 

表面プラズモン共鳴センサの光学系をベース

に導波モード励起機構を導入 

電子光技術研究部門 

2011 

2012 

2014 

角度分解方式から波長分解方式に変更し、装

置小型化に成功。 

表面プラズモン共鳴をシリコンフォトニクスに置

き換え高安定化を実現 

開発開始当初の光学系 

エンドトキシンセンサ試作機(4ch) 

2007 

2010 

オプテックス(株)より、汎用型導波モードセンサ

の販売開始。 

2013 
エンドトキシン検出用センサ試作機完成。4ch
同時計測、タッチパネル操作、温調、通信機能

内蔵(オプテックス社、C&I社) 

量産用に筐体を樹脂化。各種検出用途に合わ

せ光学系をユニット化(オプテックス社) 

筐体を樹脂化した4ch導波モードセンサ 
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液体ヘリウムフリー・ジョセフソン電圧標準装置の製品化 

1970 

1980 

1990 

2005 

計測標準研究部門、ナノエレクトロニクス研究部門 

産総研より電圧標準素子を頒布開始。これを

利用した産業界用小型ジョセフソン電圧標準

システム[右上図]を(株)サンジェムから市販。 

冷凍機搭載のプログラマブル(出力電圧可変

型)電圧標準システムを開発。 

窒化ニオブ(NbN)を用いた10K(-263℃)動作

素子を開発。冷凍機搭載を可能に。 

先進各国でジョセフソン電圧標準が研究開発

さ れた。日本では旧電総研において開発され、

1977 年に国家標準として採用。 

液体ヘリウム浸漬型の、1 V ジョゼフソン電圧

標準システムを開発。現在国家標準(特定標

準器1V, 10V)として稼働中。[右下図] 

2000 

1m 

液体ヘリウムの不要な
小型ジョセフソン電圧

標準を開発 

(国家標準) 

(製品化) 

2013 

超伝導デバイス用クリーンルーム（CRAVITY）

本格稼働。 
2012 

10cm 

2014 
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ミニマルファブ 

2006 

2008 

産総研コンソーシアム・ファブシステム研究会発足

（企業25社・4大学・1公設研） 

「レポート２１世紀型生産システム〜微細加工ファブ

システムを中心に〜」発行。ミニマルファブを提唱 

産総研より「ナノテクノロジーによる生産技術革新に

関する調査研究」発行 

ナノエレクトロニクス研究部門 

2010 

ミニマルファブ技術研究組合（21社＋産総研）設立 

ミニマル装置群の開発を加速 
2012 

2013 技術研究組合参画の企業からミニマル装置の販売

開始 

ミニマル装置群の開発を本格始動 

ミニマルコーター・デベロッパー1号機完成 

半導体チップの究極の多品種
少量生産を可能とするミニマ
ルファブシステムを提唱・開発 

クリーンルーム不要のミニマル装置群 

ミニマル装置の心臓部となる局所クリーン化搬送シ

ステム1号機開発 

巨大なクリーンルーム 

メガファブ 

ミニマルファブ 

2014 ミニマル装置を用いて、MOSFETの作製・動作に成

功。見本市会場にて作製デモ。 
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OpenRTM-aist-1.0.0リリース 

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

2008年4月OMG公式仕様発行 

OpenRTM-aist-0.4.0リリース 

OMG: Object Management Group、 
非営利のソフトウェア標準化国際団体 
OpenRTM: 日本ロボット工業会で合意され
たロボット用ミドルウェアのフレームワーク 

ロボット新産業へ向けて 
ソフトウェア共通基盤を提供 

RTミドルウェアをベースにしたユーザ

主導のロボット開発プロジェクトの実施 

日本ロボット工業会

で制定されたRTミド

ルウェアのロゴ 

RTミドルウェア（世界標準仕様に基づくロボット用ミドルウェアの提供） 

知能システム研究部門 

NEDO RTミドルウェアプロジェクト実施 
(FY2002-FY2004) 

RTM-0.1.0リリース 

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

OMGにて標準原案採択 

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

2002 

2006 

2004 

2010 

2014 

ロボット知能化モジュール群を公開 
  （http://openrtc.org/） 

セック（株）との共同による安全認証可能な 
ロボット用ミドルウエアRTMSafetyの開発 
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子どもの安全に配慮した製品のためのデータ・技術・ネットワークの整備 

2005 

2011 

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

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

もに傷害データの収集から製品改善までを一貫する取り組みを実施

(NHKスペシャル)し、あるべき社会を提唱。 安全知識循環型社会の提唱 

キッズデザイン共創プロジェクト(2010～2012) 
のべ55社 (58課題)との共同研究により、傷害予防のためのリスク評価

技術、子どもの行動特性データなどの共通基盤を整備。 

傷害サーベイランス技術の病院への提供開始 
成育医療研究センターへの導入による傷害データの蓄積(2013年度ま

でに24,836件）。 

傷害サーベイランス技術 

2007 
傷害リスクコミュニケーション技術の社会実験 
（株）ベネッセコーポレーションとの共同で傷害アニメーションの配信
サービス（ドコモモバイルサイエンス賞(社会科学)受賞） 

2009 

傷害データベースの公開（2000件以上の閲覧ソフトダウンロード） 

事故パターン情報提示 
一体型の情報収集技術 

傷害データベースを応用した物理的・統計的虐待診断技術の

開発 （NHK教育 視点・論点など） 

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

返却口の安全基準、自転車のＳＧ基準改訂への貢献。 

やけどしにくい
炊飯器開発へ
の貢献 

デジタルヒューマン工学研究センター 

統計的虐待診断ソフトの配布開始 （児童相談所など）  

地域参加型安全知識循環への展開（長崎県大村市）     
（連携機関の共同研究者：内閣総理大臣表彰受賞） 
ライターによる火遊び事故防止のためのJIS規格策定 

2012 

ライターの 
JIS規格策定 

SG基準 「自転車用幼児座席の認定基準及び基準確認方法」の改訂 

共創プロジェクトで行った約200名の子どもの可達範囲の計測データが
元になり、2011年11月16日に改訂 

設計支援ツールの開発  Good Design賞受賞 
共創プロジェクトで蓄積していたデータを設計者が使用しやすいツール
を開発（身体寸法ハンドブック、マネキンなど）2013年10月より販売開始 

設計支援ツール 

2013 

Child Safety through Design認証のための事故・身体寸法

DBのライセンシング 

SG基準 「乳幼児用いす」の改訂 
データに基づき改善案を提案し、乳幼児用いすの安全基準改訂につな
がった。2014年に改訂 
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  音声情報検索サービスPodCastle/能動的音楽鑑賞サービスSongle 

2006 

2008 
2012 

2013 
コンテンツ投稿サイト「ピアプロ」の運営企業と正
式に連携し、同サイトの全楽曲（8万曲以上）から
Songleへのリンクを実現。 

•音声・音楽の自動認識・理解技術に

基づくコンテンツサービスを開発。 

•インターネットで公開し、ユーザの

フィードバックによりその質を向上。 

「PodCastle」の一般公開開始。 （高度な技術蓄積を社会展開） 

世界初の日本語ポッドキャスト全文検索サービス 
「PodCastle」のベータ版Webサイトを試験公開。 

情報技術研究部門 

不特定多数のユーザが音声認識の誤りを訂正す
ることで性能が向上する世界初の音声情報検索
サービスを考案。（クラウドソーシングの先駆事例として注目される） 

22万件の音声・動画が検索でき、インターネット上
でユーザから60万箇所の訂正協力を得て、音声
検索性能の向上を実証。 

誤り訂正可能な世界初の能動的音楽鑑賞サービ
ス「Songle」のベータ版Webサイトを試験公開。 

Songle 

PodCastle 

「Songle」の一般公開開始。 （高度な技術蓄積を社会展開） 

Songle 

Songle 

PodCastle 

PodCastle 

PodCastle 

2014 日本学術振興会賞受賞、日本学士院学術奨励賞受賞 

ウェブ上の音楽コンテンツの関係性を可視化する
音楽視聴支援サービス「Songrium」を一般公開。 

Songle 

複数の企業に有償技術移転済み。 
（企業で開発困難な高度な音声・音楽関連技術を有償技術移転、成立済み
特許50件以上、受賞25件以上、マスメディア報道150件以上） 

PodCastle Songle 
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カーボンナノチューブの大量合成技術の開発 

量産実証プラントと生産され
た50cm角基板上の単層カー
ボンナノチューブ（2010） 

1991 

2010 

カーボンナノチューブの発見 

スーパーグロース法を発見し、高純度の単層

カーボンナノチューブを大量合成するための基

盤を構築 

日本ゼオン（株）と共同でA4サイズの大面積金

属板上に大量の単層カーボンナノチューブを合

成する技術を開発 

日本ゼオン（株）と共同でパイロットプラントを立

ち上げ、50cm角の単層カーボンナノチューブを

合成する技術を開発 

カーボンナノチューブの
実用化を加速 

ナノチューブ応用研究センター 

2004 

2007 

600g/日の低コスト大量生産技術を実現し、４０

社以上にサンプル提供 

スーパーグロース法で合成し
たマッチ棒サイズのカーボン
ナノチューブ（2004） 

2011 

2012 

日本ゼオン(株)にパイロットプラントを貸し出し、 

のべ１４０件のサンプル提供を実施して用途開

発を加速 
2013 



26 

表面活性化法による常温ウェハ直接接合 

4インチウェハ一括接合の実現 

高性能半導体基板（パワーエレクトロニ

クス、ナノエレクトロニクス）の応用開発

MEMS-ICヘテロ集積化の応用開発 

集積化MEMSの実現に貢献。 
異種ウェハ複合化による高機
能デバイスの実現。 

集積マイクロシステム研究センター  

2000 

2004 

常温接合を用いた高感度MEMS圧力セ

ンサ市販開始 

MEMS用高精度常温接合装置実用化 

常温ウェハ直接接合の原理 
金属とセラミクスの常温接合研究開始 

2014 

1990 

接合ウェハ（epi-InGaAs/Si， LiNbO3/Si) 

常温ウェハ直接接合プロセスを実現 
              基本特許出願 

1996 

携帯電話用高性能SAWフィルターの開

発（富士通との共同研究）  市販開始 

デバイス応用、量産用装置開発 

2006 
量産対応接合装置Bond Meisterの市販

開始（三菱重工業と共同開発） 
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      AD（エアロゾルデポジション）法による常温セラミックスコーティング 

2002 

2010 

TOTOと産総研 共同開発 エアロゾル 
デポジション(AD)法で静電チャックの 
吸着性能を20倍に向上 

先進コーティング技術プラットフォームを

設立し技術移転を促進 

高機能な大面積デバイス
を常温セラミックスコーティ

ングにより実現 

先進製造プロセス研究部門 

2008 

2009 

義歯インプラント用アパタイト 
コーティングの実施許諾 

常温・高速セラミックスコーティング技術（エアロ

ゾルデポジション法）を開発（常温衝撃固化現象の発見） 

2012 

2005 

TOTO半導体製造装置部品の本格販売を開始 

AD圧電膜を用いた高速光スキャナ 
搭載のHMDの製品化を発表 

エアロゾルデポジション法 

産総研の 
知財ランニング収入 

AD法事業部のある
TOTO中津第２工場 

ダストフリー・半導体製造装置用 
プラズマ耐食コーティング部材 

ロール・ツー・ロールで大面積成膜 

AD法で全固体薄膜Liイオン電池の 
試作に成功 （トヨタ自動車・共同研究） 

次世代半導体 
製造の要 

30nm以下パター
ンルールに必須 

2013 

AD法で色素増感型太陽電池の製品化
予定を発表 （積水化学工業・共同研究） 
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調湿材料開発と調湿建材の製品化 

1996 

2010 

吸脱着特性が優れた調湿材料（ハスクレイ） 
を開発 

次世代調湿建材実用化を加速 
サステナブルマテリアル研究部門 

2009 

2012 
建築材料企業と工業用ハスクレイの内装建

材への応用に関する共同研究 【 ～2012年

度】  

2008 

インテリジェント型調湿材料の開発に関する 
基礎研究【 ～1999年度】  

デシカント空調用調湿材（ハスクレイ）の製造 
販売開始【戸田工業株式会社】 

環境調和型建材実験棟で実証試験開始 

デシカント材料に関する研究開発に着手 2004 

調湿タイル（エコカラット）の製造販売開始 
【株式会社INAX（現LIXIL)】 

1998 

2013 
コストダウンを志向した新材料の開発に着手 

ハスクレイ （右）とその分散紙  

左官仕上材への展開 新規調湿材料 

エコカラット施工例（中部センター） 
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プルシアンブルーナノ粒子による放射性セシウム除染 

2005 

2013 

計
30

社
と

の
共

同
研

究
 

セシウム吸着材としてのナノ粒子粉末、繊維

担持体などを開発・発表、企業連携本格化 

粒状吸着材の販売開始 

高効率な放射性セシウム
の分析・除染技術を確立 

ナノシステム研究部門 

2011 

2012 

2008 

焼却灰の除染・減容技術を実証 

プルシアンブルーナノ粒子を利用した 
調光ガラスの開発、発表 

東日本大震災に伴う放射性物質漏えい事故 ナノ粒子スラリー 
(関東化学) 

ため池からのセシウム拡散 
防止技術を実証 

液体に分散するプルシアンブルーナノ粒子
の合成法開発、出願(山形大共研) 

ナノ粒子担持不織布の販売開始 

極低濃度放射性セシウム 
分析技術を開発、販売開始 

ナノ粒子の販売開始 吸
着

材
製

品
化

 
用

途
開

発
・
実

証
 

不織布状吸着剤 
(日本ﾊﾞｲﾘｰﾝ) 

分析用濃縮装置 
(オクトサイエンス) 

Cs+
∼0.5nm

M
 –N

C
–Fe –C

N
–

MCs+

プルシアンブルーの
セシウム吸着模式図 

灰除染用実証プラント 

5 mm
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活断層・地震研究センター 

活断層データベースの整備 

1995 

2000 

2005 

活断層データベースの構築開始 

全国主要活断層活動確率地図の出版 

活動セグメント区分基準の確立 

全国の主要98活断層の調査開始 

近畿地方の主要活断層についての 

地震危険度評価 

活断層データベースのインターネット公開  

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

地震リスク評価や振動予測など
への活断層情報の利活用の拡大 

2013 

活断層データベースの検索画面 

地下構造可視化システムの追加 

検索地図に地質図を重ねて表示可能に 

2010 

検索地図に都市圏活断層図の範囲，リア

ルタイム震源位置を重ねて表示可能に 
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CO2地中貯留研究： 安全性評価技術の推進 

2000 

2005 

2010 

CCS国際標準化 （2017年ISO発効予定） 
苫小牧にて大規模実証事業圧入 

（2016年圧入開始予定） 

北海道苫小牧候補地点の 
貯留層健全性評価を実施(産総研） 

大規模実証事業の 
候補地点調査開始（経産省） 

新潟県長岡市において 
パイロット圧入事業（経産省（RITE）） 

産総研にて先導的研究開始 

IPCC特別報告書発行 
CCS脚光浴びる 

CO2地中貯留に係る研究・技術開発による
実証事業の促進 

○CCS大規模実証事業の候補地点（北海道・苫小牧地点）に
おいて、CO2圧入の地層圧力への影響や、自然地震が
CO2貯留層に与える影響を検討。経産省による “実証試験

計画（案）”の妥当性を評価する際の資料として使用され、
実証事業の推進に貢献した。 

○ISO／TC265において第3作業部会コンビーナなど、国際
標準化検討に貢献している。 

2011 

経産省受託研究及び米国、韓国等と

の研究協力開始（産総研） 

地圏資源環境研究部門 

北海道苫小牧地点 
（経産省資料による） 

2015 
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地質図ライブラリーの運営と文献情報の公開 

1986 

1996 

2000 

地質文献データベース（GEOLIS） 
インターネット公開 

地質図ライブラリー公開 2005 

外国地質図データベース（G-MAPI） 
インターネット公開 

地質文献データベース（GEOLIS） 
構築開始 

2010 
Integrated GEOLIS 
インターネット公開 
（データ数約４１万件） 

貴重資料データベース 
インターネット公開 2011 

2001 地質文献複写外部委託開始 

インターネットによる所蔵資料の情報公開 

貴重資料の電子化 
555件済み 

アクセス数 約60万件（2013年度） 
データ件数 約44万件（2013年度末） 

2013年度 
・利用者数 のべ 517人 

  来館者数 332人 
  E-mail,faxでの複写申込人数 

                  185人 
・外部への複写処理件数 476件 

・同地質図類 
  オンデマンド印刷件数 443件 

外部利用者への所蔵資料直接提供 

全世界153カ国、1,085機関と文献交換 
2013年度末の収集量： 

  ・世界の地質図類 約450枚 
  ・資料類 約4,300冊 

地質図をはじめとする地質情報の利用の拡大 Integrated GEOLIS 
高度化（パーマリンク等）公開 

（データ数約４４万件） 

地質図類オンデマンド印刷 
外部委託開始 

2013 

地質調査総合センター 
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高信頼性の情報配信
サービスの構築 20万分の1地質図全国完備 

（全124区画） 

地図系データバンクに向けた地質情報提供体制の整備 

1882 

1954 

2002 

20万分の1地質図作成開始 

地質調査所設立 

5万分の1地質図作成開始 

2006 

2009 

1948 

100万分の1地質図第3版出版 1992 

1899 100万分の1地質図出版 

20万分の1シームレス地質図 
全国完成 

20万分の1シームレス地質図
インターネット公開開始 

クラウドサービス移行完了 

2013 

発信情報の電子化・標準化と
利用サービス機能提供 

2012 
公共データの 

オープンデータ化 

地質情報のオープンデータ化
と二次利用ライセンス整備 

オープンデータ化・ワンストップサービスにより
地質情報の利活用がさらに進むことが期待さ
れる 

地質図 
ラスターデータ作成 

ベクトル化 
地質情報データベースの 
高機能検索GISサービス 

「地質図Navi」作成 

GEOLISのクラウド移行 
検索の高度化作業開始 

地質情報の電子化・ 
クラウド化・高度化 

地質調査総合センター 
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ジオパークの推進 

2000 

2005 

2010 

33地域にジオパークが設立され、内

6ヶ所が世界ジオパーク認定 

日本ジオパークネットワーク（事務局：糸

魚川市、現在NPO法人として活動） 

日本ジオパーク委員会設立（事務局:
産総研地質調査総合センター） 

ジオパークの理念の普及 

世界ジオパークネットワーク発足 

日本におけるジオパーク推進の仕組

みを提案し、関連省庁、地方自治体・

住民、学会のハブとして連携を構築 

ジオパークの推進による地質情報
の普及、防災対策への活用、地域

活性化への貢献 

地質調査総合センター 

ユネスコのジオパークの理念：地球活動

の遺産を住民自らが保全し、教育へ活用

し、観光に活用して地域活性化を行う。 

防災と復興：三陸地域の復興と防災教育
の手段の一つとして、三陸ジオパークが
設立され、2013年に日本ジオパークに
認定された。 

文部科学大臣表彰（科学技術賞:理解

増進部門） 

地質情報が地域の資源の一つであると

いう考え方が普及しつつある 

2013 
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放射線治療用Co-60大線量γ線照射線量標準の 
ｊｃｓｓ供給を開始（2006年） 

放射線治療に大きく貢献 

医療の信頼性確保に必要な放射線標準の確立 

2010 

2006 

2009 

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

2013 

グラファイトカロリメータにより放射線治療用 
Co-60γ線水吸収線量標準を開発（2010年8月） 

前立腺がん治療用I-125医療用密封小線源の線量標

準用大容積自由空気電離箱を開発（2010年) 

軟X線国家標準を用いて前立腺がん治療用I-125

医療用密封小線源に対する標準を供給（2009年） 

医療用リニアックからの高エネルギー光子線標準

を開発（2013年） 

医療用リニアックからの高エネルギー電子線標準

の開発予定（2015年） 

治療用小線源(Ir-192,Ru-106)の線量標準の 
開発予定（2014年） 

2014 

前立腺がん治療用I-125医療用密封小線源の 

線量標準を開始（2012年） 2012 

2015 

ヨウ素125医療用密

封小線源。この小線
源に対する線量標準
を開発（2012年） 

医療用リニアック

高エネルギー光子線の照射口

校正用ファントム

グラファイトカロリメータの概略図。この装置を用い
てCo-60γ線水吸収線量標準を構築（2010年） 

医療用リニアックと校正用ファントム。2013年に
高エネルギー光子線標準を開発 
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・ LED製品の性能表記の信頼性向上・

粗悪品排除 
・消費者が安心してLED製品を購入で

きる市場の醸成 

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

・LED光度・全光束用校正装置・標準LEDの開発 
・標準供給の開始（依頼試験特殊） 

LED照明評価の信頼性向上のための測光放射標準の開発 

2007年供給開始:LED光度・全光束用校正装置 

・LED光度・全光

束校正事業者の

充 実 （ jcss 登 録

事業者：0 ⇒ 2 ） 
・校正事業者審査

への協力 

・分光全放射束標準（2 π
光源用）の開発 

・UV-LED用全放射束標準

の開発・供給開始 

・ LED 試 験 規 格

策定への協力 
（JIS、CIE等） 
・JNLA試験所認

定スキーム構築 
（工業会・NITE等

と協力） 
・ jcss【 JNLA 】

登 録 事 業 者 数

の充実 
（2【0】⇒3【4】、登

録検討中複数） 

・ 4 π用分

光全放射

束標準光

源 の 探

索 ・ 特 性

評価 
 

・標準LED
高 強 度

化 ・ 特 性

評価 

・分光全放射束標準（LED
照明評価に最適、４π光

源用）開発・供給開始 
 
・高強度LED全光束標準

（LED評価時の参照用に

最適）開発・供給開始 

・分光全放射束標準用

具現装置・比較校正装

置開発, 特性評価 

・2 π光源

用分光全

放射束標

準光源の

探 索 ・ 特

性評価 
・UV-LED
特性評価 

供給開始 

供給開始 

2014年供給開始:4π用分光全放射束標準用具
現装置(左)、比較校正装置(右)、標準光源(上) 

2008 

2010 

2012 

2014 

2015 

2013 
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定量NMR技術による革新的計量トレーサビリティの実現 

2011 

2006 

2008 
経済産業省委託事業「ハロゲン系有機汚染物質の計

量標準作成のための調査研究及び研究開発」により、

定量NMR技術を高精度化 
・標準物質の校正が可能な水準（精度1 %）を達成 

経済産業省知的基盤整備事業「一対多型校正技術の

研究開発」により、定量NMR技術を標準化 
・定量NMR技術の標準操作手順の確立 
・定量NMR用標準物質の開発・供給 
・定量NMRデータ解析用ソフトウェアの開発・供給 

定量NMR技術の食品衛生法（食品添加物公定書）へ

の採用（2011年8月31日官報告示） 

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

2010 

定量NMR技術の薬事法（日本薬局方）への採用 
（2012年9月27日告示、10月1日施行） 

定量NMR技術を中核技術とする高純度有機標準物

質の純度校正を開始 

定量NMR技術が国際学会（CITAC*）論文賞受賞 
・各国計量標準機関で定量NMRの実用化が促進 
*CITAC: Co-operation on International Traceability in Analytical Chemistry 

2009 

国家標準物質 精度 0.1 % 

試験に用いる実用標準物質 精度 1 % 

ベンゼン トルエン クロロホルム メタミドホス 

目盛付け 

水素信号の基準物質 

NMR 
水素 

CHCl3
P

O

S NH2

OCH3
CH3

定量分析（校正） 

水素原子を“物差し” 
とした分子構造に依存
しない校正技術であり、
対象物質の国家標準
を必要としない 

標
準
物
質
の
種
類 

検疫所で常時モニタリング 
している農薬：200種類 

食品残留農薬試験に用いる

標準物質*の整備状況 

*計量トレーサビリティの確保された標準物質 

【実用化の例：食品安全への貢献】 

【定量NMR技術】 

2012 

フッ素定量NMR技術を実用化 
・フッ素及び水素のハイブリッド標準物質を供給開始 2013 

2014 当所が幹事機関となり、定量NMR技術を用いた高純

度有機化合物の純度評価に関する国際比較を実施 
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新たな質量標準を実現するために、アボガドロ定数を世界最高精度で測定し、 
人工物に頼る最後のSI基本単位であるキログラム（kg）の定義改定に貢献する。 

2018 

2004 

2010 

28Si同位体濃縮結晶によるアボガドロ定数高精

度化のための国際研究協力（MoU）開始 

アボガドロ定数を世界最高精度（3×10−8）で決定 

科学技術データ委員会（CODATA）による基礎

物理定数の調整に貢献 

2007 5 kgの28Si同位体濃縮結晶（Avo28）完成 

1 kg 28Si結晶球体の高精度体積測定、質量測

定、表面分析、格子定数の分布評価などを実施 

アボガドロ定数高精度化のための新たな国際研

究協力（MoU）の締結（2012～2017） 
欧州計量研究計画（EMRP）との連携による共

同研究の締結（2012～2015） 

2011 

2012 

基礎物理定数によるキログラム再定義を将来実

施することを国際度量衡総会（CGPM）が決議 

2014 

シリコン球体直径測定用レーザー干渉計 28Si同位体濃縮結晶 
アボガドロ定数決定のための国際研究協力（2004-2011） 

（アボガドロ国際プロジェクト） 

キログラムの定義改定 
基礎物理定数にもとづく質量標準の確立 

アボガドロ定数の高精度化（目標精度：2×10−8） 球体表面の汚染物質の定量化（XPS） 球体全表面分析（SE） 

キログラム再定義のためのアボガドロ定数精密測定 

KEK放射光による格子
定数の均一性評価 

MC-ICP-MSを用いた同位体希釈分
析法によるSiモル質量の精密計測 

2015 X線結晶密度法によるキログラムの試験的実現 
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独自開発先端分析機器の外部公開によるナノテクプラットイノベーションへの貢献 

計測フロンティア研究部門 

2005 

2010 

陽電子ビームを３次元的

に操作するイメージング

欠陥評価装置開発 

JAIMA機器開発賞 

計測フロンティア研究部門 

市村学術賞（貢献賞）、

ADMETA Award他 

陽電子ビームによる欠陥解析 軽元素蛍光X線解析（XAFS） 

エネルギーの揃った陽電子ビームの発生装置開発 

電子加速器による陽電子の発生・材料中の 
陽電子寿命に関する基礎的研究 

X線検出用超伝導トンネル接合(STJ)素子の 
作製に関する基礎的研究 

低ダメージSTJ
素子作製プロセ

ス開発 

単STJ素子によ

る軽元素XAFS
開始 

軟X線に最適化した大面積STJアレイ検出器開発 

軽元素用XAFSステーションの整備の公開 

公開実績 
H25:350件
H24:129件 
H23：76件 
H22:59件 文科省ナノテクノロジープラットフォーム(微細構造解析プラットフォーム) 

先端機器共用イノベーションプラットフォーム(IBEC)装置公開 

H24～ 
（2012～） 

垂直型陽電子ビームラインの整備と公開 

陽電子ビーム強度の増強 
学術振興会146委員会賞 

応物学会ポスター受賞 

超伝導XAFS装置 

垂直型陽電子装置 

独自開発の先端分析機器を公開（７種類） 
2015 

日本鉄鋼協会  澤村論文賞 

測定エネルギー範囲の拡大 
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シリコン・ウエハ検査システムの開発と現場導入 

半導体デバイスの生産効率及び
信頼性の向上に貢献 

2010 
試作原理機を基に、生産現場への

装置導入を目指した企業との共同

研究を実施 

産総研ハイテクものづくりPJに採択

される （2008年度－2009年度) 
2008 

LSI量産工場への装置導入を達成 

検査装置の原理機を試作し、基本

特許出願を行う 
2009 

2007 
マイスター型連携研究として研究を

開始 

2005 半導体等の欠陥検査技術の研究に

着手 

 Siウエハ製品の内部に潜むマイクロクラック
（スクラッチ）の検出に成功 

産総研試作原理機を基に、企業との共同 
研究で実用装置を開発、量産工場へ導入 

LCDガラス基板、次世代半導体、

CMP材料等への適用の展開 

2013 LSI量産工場の開発装置に移植 

2014 
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