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～第３期中期計画における研究推進の指標～ 

【別表１】 

  鉱工業の科学技術 

【別表２ 】 

  地質の調査（地質情報の整備による産業技術基盤、社会安全基盤の確保） 

【別表３ 】 

  計量の標準（計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の確保） 

資料 ２－５（別冊） 

平成２６年６月３日 
独立行政法人 
産業技術総合研究所 



2 

目  次 （１／５） 

第３期中期計画・別表 項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～６ 

別表１ 鉱工業の科学技術 

   Ⅰ．グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

     １．再生可能エネルギーの導入拡大技術の開発 

       太陽光発電の共通基盤技術の開発及び標準化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

       太陽光発電の長寿命化及び高信頼性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

       太陽光発電の高効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０  

       バイオマスからの液体燃料製造及び利用技術の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１  

       電力変換エレクトロニクス技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  

     ２．省エネルギーによる低炭素化技術の開発 

       次世代自動車用高エネルギー密度蓄電デバイスの開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３  

       燃料電池自動車用水素貯蔵技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４  

       エネルギーマネジメントシステムのための技術開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

       燃料電池による高効率エネルギー利用技術の開発  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  

       電子デバイス及び集積回路の省エネルギー化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７  

     ３．資源の確保と高度利用技術の開発 

       次世代ガス化プロセスの基盤技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８  

     ４．グリーン・イノベーションの核となる材料、デバイスの開発 

       ナノ構造を利用した革新的デバイス材料の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９  

       ナノチューブ、炭素系材料の量産化技術と応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０  

       ナノスケールロジック、メモリデバイスの研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１  
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目  次 （２／５） 

 

     ５．産業の環境負荷低減技術の開発 
       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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２  
       コンパクトな化学プロセスを実現する技術  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３  
       微生物資源や有用遺伝子の探索と機能解明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
       ユビキタス電子機械システム技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 
     ６．持続発展可能な社会に向けたエネルギー評価技術、安全性評価及び管理技術並びに環境 
       計測及び評価技術の開発 
       環境負荷物質及び環境浄化能の計測手法の開発  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６     

 

   Ⅱ．ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

     １．先進的、総合的な創薬技術、医療技術の開発  

       幹細胞等を利用した再生医療技術等に資する基盤技術及び標準化技術の開発・・・・・・・・・・・２８ 

       配列情報と分子構造情報を用いた創薬支援技術開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

     ２．健康な生き方を実現する技術の開発 

       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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

       生体情報計測に基づく軽負荷医療及び遠隔医療支援技術の開発  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

       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フェース等の技術開発 ・・・・・・・３２ 

     ３．生活安全のための技術開発 

       生活安全のためのセンサを用いた見守り及び異常検出技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

       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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 
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目  次 （３／５） 

 

   Ⅲ．他国の追従を許さない先端的技術開発の推進 
     １．高度な情報通信社会を支えるデバイス、システム技術の開発 
       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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

       光通信の波長及び空間の高密度化  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

     ２．イノベーションの核となる材料とシステムの開発 

       ナノ構造を利用した革新的デバイス材料の開発（再掲） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

       ユビキタス電子機械システム技術の開発（再掲）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

     ３．情報通信基盤を利用したサービス生産性の向上と新サービスの創出への貢献  

       QOL向上のための生活支援ロボット基盤技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

       地理空間情報の高度利用技術と新サービス創出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

       情報システム製品のセキュリティ評価技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 

   Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備 

     １．技術革新、生産性向上及び産業の安全基盤の確立のための計測基盤技術 

       生産現場計測技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

     ２．知的基盤としてのデータベースの構築と活用 

       ものづくりを支えるデータベースの整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

     ３．基準認証技術の開発と標準化 

       物質の分析・評価技術の開発と標準化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 
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目  次 （４／５） 
 
別表２  地質の調査（地質情報の整備による産業技術基盤、社会安全基盤の確保） 

     １．国土及び周辺域の地質基盤情報の整備と利用拡大 

       陸域の地質調査と地質情報の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

       海域の地質調査と海洋地質情報の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

       都市域及び沿岸域の地質調査研究と地質情報及び環境情報の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

     ２．地圏の環境と資源に係る評価技術の開発 

       土壌汚染評価技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

       鉱物及び燃料資源のポテンシャル評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

       地下水及び地熱資源のポテンシャル評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

     ３．地質災害の将来予測と評価技術の開発  

       活断層評価及び災害予測手法の高度化 ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

       東南海・南海地震を対象とした地下水観測･････････ ･････････ ･････････ ･････････ ････････・５５ 

     ４．地質情報の提供、普及 

     ５．国際研究協力の強化、推進 

 



6 

目  次 （５／５） 

 

別表３  計量の標準（計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の確保） 

       計量標準の整備計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

     １．新たな国家計量標準の整備 

       省エネルギー技術の開発と利用に資する計量標準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

       バイオマス資源の利用技術に資する計量標準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

       医療の信頼性確保に資する計量標準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 
       食品の安全性確保に資する標準物質  ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 
       ナノデバイス、ナノ材料の開発と利用に資する計量標準・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 
     ２．国家計量標準の高度化 

       産業現場計測器の信頼性確保に資する計量標準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

       計量トレーサビリティ体系の高度化、合理化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

     ３．法定計量業務の実施と関連する工業標準化の推進 
     ４．国際計量標準への貢献 

       次世代計量標準の開発（１/２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５  

       次世代計量標準の開発（２/２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６  
     ５．計量の教習と人材の育成 
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Ⅰ．グリーン・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

I-1 再生可能エネルギーの導入拡大技術の開発 

I-3 資源の確保と高度利用技術の開発 

I-2 省エネルギーによる低炭素化技術の開発 

I-5 産業の環境負荷低減技術の開発 
I-6 持続発展可能な社会に向けたエネルギー評価技術、安全性評
価及び管理技術並びに環境計測及び評価技術の開発 

SiCパワーデバイス 実証フィールド 

I-4 グリーン・イノベーションの核となる材料、 
デバイスの開発 

太陽電池モジュール分光感度測定 

木質バイオマス 

制御装置 制御装置 制御装置 制御装置

燃料電池ヒートポンプ ガス給湯器蓄電池

パ
ワ

コ
ン

ヒートポンプ

太陽熱温水器

需要・天候予測に
基づき計画運転

• 逆潮流しきれない余剰電力を調整
• 電力系統安定化への貢献

天候（出力）予測

太陽熱温水器、HP、
ガス給湯器を共有

住宅群全体の最適制御
（エネルギー機器と需要機器の制御）

最大限に利用
天候（出力）予測

住宅間エネルギー融通

住宅内
制御装置

各住宅の制御装置が連携・協調
通信

エネルギーマネージメントシステム 

水素貯蔵材料 

スピンRAM 石炭ガス化技術 

高エネルギー密度 
蓄電池材料 

Memory
Cell

S/A

D
ecoder

64

Y_Clm.Dir.

Curret_Gen. I_Amp

Out_Buff PG_CG_BLOCK

Memory
Cell

S/A

D
ecoder

64

Y_Clm.Dir.

Curret_Gen. I_Amp

Out_Buff PG_CG_BLOCK

ナノギャップ 
電極不揮発メモリ 

コンパクト化学プロセス 

微生物資源 無線MEMS電力センサ 

低環境負荷な製造方法 



太陽光発電の共通基盤技術の開発及び標準化 １－（１）－① 

基準セル校正技術の不確かさ低減 

【平成25年度計画】 
・一次及び二次基準セル、基準モジュールの校正

技術、新型太陽電池評価技術の確立。 
・太陽電池長期信頼性研究を加速推進。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・基準セル校正技術、高精度性能評価技術、屋外性

能評価技術、信頼性評価技術等を開発し、それらを

産業界に供給する。 

【平成25年度実績】 
・基準セル校正技術、新型太陽電池評価技術の確立に向けて、

校正技術高度化、新評価技術開発、発電量評価・予測技術開

発を実施。国際比較、標準化等による成果普及を推進。 
・産業界等からの基準セル校正10件、性能評価約200件を実施。 

【今後の展開】 
・スペクトル精度向上等による基準セル校正の不確かさ低減、

新型太陽電池実効性能評価技術確立に向けた取り組みを強化。 
・比較測定、人材交流、技術指導等による国際整合性の推進。 
・太陽電池発電量、信頼性に直結する高精度評価技術を加速

推進。 
太陽電池性能評価技術の現状と高精度化 

ＳＩ 単位系

NMIJ
©AIST-NMIJ

絶対分光
放射計

ソーラ
シミュレータ

絶対
放射計

©AIST-NMIJSI 
Radiometric 

Scale
©AIST-NMIJ

©AIST-NMIJ Spectral 
Irradiance 

Scale
©AIST-NMIJ

一次基準
セル

©pmod

WMO
WRR

相対分光感度
測定装置

→超高温定点
黒体炉計測技
術による不確
かさ低減

→精密構造型WRR
絶対放射計測技術
による不確かさ低減

絶対分光感度法
による一次校正
技術の開発

c-Si
基準セル

c-Si
基準セル

応答速度
多重反射
ベアセル
面積・均一性

スペクトルミスマッチ
(分光放射計)
(分光感度測定)

温度特性・照度特性
多接合
デバイス特有の性質

c-Si
セル

モジュール

c-Si
セル

モジュール

各種
太陽電池

各種
太陽電池

特殊構造
新型etc.
太陽電池

特殊構造
新型etc.
太陽電池

光照射効果
集光型
信頼性

トレーサビリティ
上位標準
校正技術

現状 技術課題

測
定
不
確
か
さ

（
誤
差
）

デバイス種類

光照射効果

集光型

屋外測定

発電量評価

信頼性

8 
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太陽光発電の長寿命化及び高信頼性化 

【平成25年度計画】 
・民間企業等との共同研究により、新規部材を太陽電

池パネルに適用し、当該部材の有効性を検証する。 
・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。 
・長期信頼性を担保可能な加速試験法を開発し、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。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・太陽光発電システムの寿命及び信頼性の向上のた

めに、太陽電池モジュール構成部材、システム構成

部材、システム運用技術等を開発。 

【平成25年度実績】 
・電圧誘起劣化の主要因がナトリウムの拡散であることを

明らかにし、カバーガラス、封止材、反射防止膜の工夫に

より電圧誘起劣化を抑止した。 
・新規裏面材を用いたテストモジュールを試作し、劣化機構

を解析した結果、モジュールの特性劣化を支配するのは、

封止材の加水分解で発生する酢酸の滞留量であることを

見出した。 

【今後の展開】  
・長期にわたり屋外で曝露された太陽電池パネルの劣化要

因を破壊／非破壊の各種分析法を用いて解析。 
・屋外曝露時の劣化要因を整理し、屋外曝露で発現する劣

化を再現可能な加速試験法や試験時間の短縮に資する加

速試験法を開発。 

１－（１）－② 

屋内加速試験・評価設備 
（環境試験機、ソーラー 

シミュレータ） 

屋外曝露設備 
（架台、受電設備、
データ収集装置） 

＜モジュール製造・評価設備＞ 

モジュール試作設備 
（配線装置、真空 
ラミネータ） 

新規封止材により電圧誘起劣化が生じない 
薄膜シリコン太陽電池を開発。 

0
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太陽光発電の高効率化 １－（１）－③ 

CIGS太陽電池セル 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
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Voltage (V)

19.8% 
(10mm×5mm) 

小面積セル 

格子整合しない材料系同士の
積層を可能にする 

スマートスタック技術の開発 
企業連携による有機薄膜
太陽電池で変換効率8.3% 

ボトムセル 
 InGaAsP  
(1.15eV)   

トップセル 
GaInP (1.9eV) 

ミドルセル  
 GaAs (1.4eV) 

電極 

電極 

Pd ナノ粒子 

AZO
ITO

蒸着型
中間層

ポリマーＡ
/C60PCBM

NPV3/C70

金属電極

高分子材料
（B社） 

低分子材料
（A社） 

逆構造（産総研） 

【平成25年度計画】 

・企業への技術移転を目指して、産総研で開発した

セル並びにサブモジュール技術の向上を図る。 

・有機薄膜太陽電池において、新材料の導入やデ

バイス構造の最適化により、セル変換効率8％以上

およびモジュール変換効率6％以上を達成する技術

を確立する。 
・革新的太陽電池技術では、スマートスタック技術の

開発を進め、変換効率20％を達成する。 
 

【中期計画における目標と期待される成果】 

・太陽光発電システムの低コスト化に直結する発電

効率の向上（相対値で10％効率向上）。 
・新材料・新構造を有する高性能太陽電池の開発。 

【平成25年度実績】 

・ CIGS系太陽電池の高性能化技術を開発。小面積セル、

サブモジュールで19.8%と17.1%を得た。 
・企業連携により有機薄膜太陽電池セル変換効率8.3%、

モジュール変換効率6.0%を達成した 
・格子整合しない材料系同士の積層を可能にするスマー

トスタック技術を開発し、スタックセルで変換効率22.5%を

達成した。 
【今後の展開】 

・新材料の開発、導入、デバイス構造の最適化により

セルとサブモジュールの高効率化。 

・ 省資源化、代替材料技術の開発にも取り組む。 



11 

バイオマスからの液体燃料製造及び利用技術の開発 １－（２）－① 

バイオエタノール 

ガス精製・成分調整 FT合成・水素化分解・異性化 

糖化・発酵槽 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・高効率バイオ変換、熱化学変換技術、及びトータルバイ

オマス利用評価技術の開発。 
・エネルギー収支2.0以上とする高効率バイオ燃料製造プ

ロセスの基盤技術の開発、及びバイオ燃料導入の促進。 

【平成25年度計画】 
・BTLプロセスについては、既存のFT合成触媒と比べ

て反応効率が20%高い触媒を開発。 
・FT合成触媒で作られる炭化水素に合った水素化分

解・異性化反応触媒を開発。 
・BTLプロセスのシミュレーションを行い、エネルギー収

支2.0を達成するためのストラテジーを明らかにする。 

【平成25年度実績】 
・BTLプロセスについては、既存のFT合成触媒と比べて反応 
  効率が60%高い触媒を開発。 
・FT合成で生成した炭化水素を低分子化するための水素化 
  分解触媒も開発。 
・エネルギー収支2.0を達成するための概略プロセスを構築。 
【今後の展開】 
・BTLプロセスは、収率が高く寿命が長いFT合成触媒と水素 
  化分解触媒を開発。実用的なバイオジェット燃料製造プロ 
  セスを構築し、エネルギー収支2.0を達成する。 
・バイオエタノール製造プロセスについては、製造コストの低 
  減を目的として民間企業と連携し、エタノール発酵酵母の 
  高機能化、同時・糖化発酵技術等の開発を行う。 

ガス化 

木質バイオマス 
酵素 

オンサイト生産 

遺伝子組換え 
酵母 

蒸煮処理 レファイナー処理 
水熱・メカノケミカル処理 

バイオジェット燃料 
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電力変換エレクトロニクス技術の開発 １－（３）－② 

デバイスチップ 
デバイス化 

デバイス回路 
チップ切断、回路実装 

バルクウェハ 
切断･研磨 

エピタキシャルウェハ  
SiC 
粉
末 

インゴット インバータ 
構造組み立て 薄膜成長 結晶成長 

電力変換のための新規ワイドバンドギャップ半導体に立脚した新規エレクトロニクス 
～結晶から変換器までの一貫研究～ 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・SiCやGaN、ダイヤモンド等の新規ワイドバンドギャッ

プ半導体材料を用いた高性能パワー素子モジュール及

び電力変換エレクトロニクス技術の開発。 
・高性能パワー素子（5 kV級素子）技術の開発。 
・電力変換器の高パワー密度化（25～30 W/cm3） 。 

【平成25年度計画】 
・溶液法による1 cm厚以上のSiC単結晶の安定的製

造。 
・SiC-MOSFET（3 kV超、15 mΩcm2以下）、SiC-
IGBT（13 kV-20 A級）を実現する。 
・SiCパワーモジュール用の耐高温（225℃以上）受動

素子接合技術を開発する。 

【平成25年度実績】 
・ 溶液法で2インチ径1 cm厚のSiC単結晶を得た。 
・ 3.3 kV耐圧で14.7 mΩ･cm2のSiC-MOSFET、16.5 kV-
30 AのSiC-IGBTを実現した。 
・接合温度225℃以上で動作する1.2 kV-50 A級SiCパ

ワーモジュールで70 W/cm3の出力パワー密度を達成

するとともに、より高密度化が可能な両面接合技術を

開発した。 

【今後の展開】 
・溶液法による2 cm厚以上のSiC単結晶の安定的製造。 
・50 A級SiC素子の 量産化(歩留まり70%)、3.3 kV耐圧

12 mΩ・cm2のMOSFET、2 kV級SJ構造の実現。 
・SiCの10素子規模の集積化や受動素子混載形の高

温（225℃以上）動作パワーモジュールを実現する。 



【中期計画における目標と期待される成果】 
・次世代自動車の普及に向けた高エネルギー密度蓄電池

の機能材料を開発する。 
・高エネルギー密度(単電池で250 Wh/kg以上)を設計可能

な正極材料及び負極材料等を開発する。 
・ハイブリット電解質を利用した二次電池の耐久性向上と

供に、準/全固体型のリチウム-空気電池を開発する。 
・電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等の普及が

期待される。 

【平成25年度実績】 
・酸化物正極については、Li過剰系において250mAh/gの

高容量で効率89%を達成した。 
・シリコン系負極は、組成制御と新開発のバインダ及び集

電体ステンレス箔により、300サイクル後の容量維持率

80%への向上と、試作電池において釘刺し試験等でも発

火しない極めて高い安全性を実証した。 
・空気極中の炭素表面にRuO2触媒をコーティングすること

により、全固体型リチウム-空気電池の充電過電圧を大幅

に低減させ、エネルギー変換効率を向上させた。 

。 

２－（１）－① 

【今後の展開】 
・正極材料及び負極材料の容量維持率を高め、更なる

長寿命化を実現するとともに、250Wh/kg以上の単電池

が設計可能であることを示す。 
・新型触媒の開発や電池構造の検討を継続し、高いエネ

ルギー密度を実現する。 

イオン液体（電解質） 

Si系材料 

（負極材料） 

リチウムイオン電池用の様々な材料 

マンガン-鉄酸化物 
（正極材料） 

次世代自動車

の普及へ 

・コバルトを用いない正極材料の開発（低コスト化） 

・Si系負極の開発（高容量化） 

・難燃性イオン液体の開発 

（安全性の向上） 

安全、低コスト、高エネルギー
密度の蓄電池の設計が可能な
技術開発 

次世代自動車用高エネルギー密度蓄電デバイスの開発 

【平成25年度計画】 
・酸化物正極の組成比及び価数の最適化を進め、初期充

放電効率を80%以上に高めることを目指す。 
・シリコン系負極の300サイクル後の容量維持率を80%ま

で向上させると共に、釘刺し等でも発火しない電池を実現

する。 
・リチウム-空気電池用の安価な新型触媒の開発や、全固

体型リチウム-空気電池の構築などを検討する。 
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燃料電池自動車用水素貯蔵技術の開発 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・水素貯蔵材料の開発を目的として、構造解析技術、特に

水素吸蔵状態を「その場観察」できる手法を開発する。 
・この技術を用いて、材料の水素貯蔵特性と反応機構を

解明し、高い貯蔵密度（重量比5%、50g/リットル）と優れた

繰り返し特性を有する材料の設計技術を開発する。 

【平成25年度計画】 
・V系水素貯蔵材料に関し、合金組成と作製条件の異なる

材料について中性子回折実験、放射光X線等の実験を進

め、 繰り返し特性の向上に関わる因子を明らかにする。 
・Mg系材料では、低温熱源が利用可能な新規材料を探索

するため、材料中の水素の位置および存在状態を解析し、

低温作動に必要な構造的条件を検討する。 

【平成25年度実績】 
・V系材料に関し、組成によらず、吸蔵放出の繰り返し

により格子欠陥の蓄積が見られることを確認した。 
・ Mg系材料では、ナノメートルサイズのMg基組織が、

バルク状Mgに比べ、同じ温度で高い吸蔵圧力を示す

ことが判り、作動温度を低下できる可能性を見出した。 

２－（１）－② 

【今後の展開】 
・300℃以上の高温で目標値を達成しているMg系材

料において、ナノメートルスケールでMg基組織を制御

することにより、より低温で作動する材料を創成する。 
・V系材料では、欠陥導入の抑制効果を検討し、繰り

返し特性向上のための方策を見出す。 

材料の体積貯蔵密度と原料コスト*の比較 
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Mg系材料の開発指針 

Mgの水素吸蔵放出
反応圧力が上昇 

 

作動温度を低下でき
る可能性あり 

Ti基組織 

ナノメートルサイズ
のMg基組織 



エネルギーマネジメントシステムのための技術開発 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・民生部門での温室効果ガス削減に貢献するため、

住宅地域ネットワークにおけるエネルギーマネジメント

システムを開発する。 
・低損失高耐圧なパワーデバイス技術と再生可能エ

ネルギー利用機器と組み合わせたエネルギーマネジ

メント技術を開発する。 
・社会導入のため、数十戸規模の住宅を対象とした実

証研究を行い、CO2削減量20%を目指す。 
【平成25年度計画】 
・住宅用エネルギーネットワークの統合マネジメント実

験にて各季節での省エネルギー効果の検証を行う。 
・複数住戸に分散設置された蓄電デバイスの制御手

法の開発に取り組み、需要家の経済性についても評

価する。 

【平成25年度実績】 
・低圧配電線、太陽光発電、変換器、電子負荷装置及
び温水機器から構成される実験設備を用いて、要素技
術ごとに住宅のエネルギーマネジメント実験を実施した。 
・温水のマネジメントシステムのプロトタイプモデルを構
築し、秋季から冬季にかけて温水融通実験を実施した。 
・住宅における系統連系状況の自己認識技術の開発
に着手し、基本的な手法の提案と、基礎データの取得
とを行った。 

２－（２）－① 

【今後の展開】 
・複数住戸に分散設置された蓄電デバイスの制御ア

ルゴリズムの提案とシミュレーションによる検討およ

び実験による検証を行う。 
・各種エネルギー機器の有効利用により、一般住宅

において二酸化炭素を20%削減し得るようなマネジメ

ント技術の提示を図る。 

制御装置 制御装置 制御装置 制御装置

燃料電池ヒートポンプ ガス給湯器蓄電池

パ
ワ

コ
ン

ヒートポンプ

太陽熱温水器

需要・天候予測に
基づき計画運転

• 逆潮流しきれない余剰電力を調整
• 電力系統安定化への貢献

天候（出力）予測

太陽熱温水器、HP、
ガス給湯器を共有

住宅群全体の最適制御
（エネルギー機器と需要機器の制御）

最大限に利用
天候（出力）予測

住宅間エネルギー融通

住宅内
制御装置

各住宅の制御装置が連携・協調
通信

4戸を対象に開発した基礎技術  大規模へ拡張可能 

← 分散制御をベースとしたエネルギーマネジメント
技術の開発（スケーラブル・柔軟） 

東日本 柱上変圧器下流 
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【中期計画における目標と期待される成果】 
・ 固体酸化物型燃料電池（SOFC）の耐久性と信頼性の向

上に資するため、ppmレベルの不純物による劣化現象・機

構の解明し、対策技術を開発する。 
・ SOFCの燃料利用率を90%以上まで向上させる技術や排

熱有効利用技術等の要素技術を開発する。 
・固体高分子形燃料電池（PEFC）の白金使用量を現状の

1/10に低減できる電極材料技術を開発する。 
【平成25年度計画】 
・複数の開発会社で耐久試験されたSOFCセルスタックの

劣化要因、劣化メカニズムを解明する。 
・アノード排ガスリサイクル技術について、シミュレーション

モデルの精緻化を実施する。 
・高電位サイクルによる特性劣化を市販Pt/C触媒に比べ半

減可能なPt担持チタン酸化物系触媒を開発する。 

【平成25年度実績】 
・ SOFC開発会社6社のセルスタックについて、劣化率

10%/90,000h達成へ向け、耐久性迅速評価手法に関す

る取組方法を決定し、解体分析等を開始した。 
・アノード排ガスリサイクル技術について、 円盤形

セルのスタック積層方向の温度分布に起因する燃料

供給分布と燃料利用率の関係などを明らかにした。 
・高電位による特性劣化を市販Pt/C触媒に比べ約1/6に

抑制可能なPt担持チタン酸化物触媒を開発した。 

２－（２）－② 

【今後の展開】 
・スタック長期耐久性評価、劣化機構解明と加速要因分

析、耐久性迅速評価方法の開発を推進する。 
・セルスタックのシミュレーションモデルを用いて燃料利

用率を90%以上に向上させる手法を開発する。 
・市販Pt/C触媒と同等の特性を白金量1/10で実現する。 
 

燃料電池による高効率エネルギー利用技術の開発 

燃料利用率の向上 

電子顕微鏡象 不純物の分布解析 
劣化現象・機構の解明 
⇒耐久性・信頼性の向上 

燃料 
水 

空気 

アノードガスリサイクルシステム 

SOFC 改質器 

新材料開発による低コスト化 

触媒の低白金化・ 
貴金属代替技術 

燃料電池による高エネルギー利用技術 
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電子デバイス及び集積回路の省エネルギー化 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・コンピュータの待機電力を 1/5 に削減可能にす
るために、スピントロニクスとナノテクノロジーを融
合したナノスピントロニクス技術を用い、DRAM 
や SRAMの置き換えを可能とする不揮発性メモ
リ技術を開発する。 
【平成25年度計画】 
・情報機器の大幅な省電力を可能にする不揮発
性メモリであるスピンRAMについて、その中核技
術である垂直型磁気抵抗素子の磁気抵抗比を倍
増させることにより、読出し時の消費電力を半減
させる。また、記憶層の不揮発性を高めるために、
5 Merg/cc以上の高磁気異方性の実現を前年度
に引き続き目指す。これらを実現するためにトン
ネル障壁と記憶層材料の最適化を行う。さらに、
１ナノ秒の書込み電圧とエラーの関係を明らかに
することにより、高速書込み動作時の電圧の最適
化を行い、省電力書込み手法を開発する。 

【平成25年度実績】 
・これまで技術的に困難であったトンネル障壁層上に高

品質の記録層を持つ垂直磁化型磁気抵抗素子を開発し、

超低抵抗領域で100%を越える磁気抵抗比を初めて実

現した。高磁気異方性については、Coベースの人工格

子薄膜を新規開発し、 11 Merg/ccという巨大な磁気異

方性を達成した。省電力書き込み手法については、書き

込み電圧とエラーの関係を明らかにし、構築した理論と

対比することで、許容エラーに対する書き込みマージン

を求める手法を構築した。 

【今後の展開】 
・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。 

・ノーマリー・オフ・コンピューターの実現性が高まる。 

 ２－（３）－① 

超低抵抗領域で100%を超える磁気抵抗比を実現 
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次世代ガス化プロセスの基盤技術の開発 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・ ガス化温度が900℃以下でも冷ガス効率80%以上を可
能とする低温水蒸気ガス化装置を開発する。 
・低温ガス化プロセスを利用し、無灰炭や低灰分炭を化
学原料等にする技術を開発する。 
・石炭中の有害微量元素類の挙動を調べるための分析
手法を開発し、標準化手法を提案する。 
【平成25年度計画】 
・未利用褐炭の連続触媒ガス化試験にて、炭素転換率
100%で、目的組成の合成ガス連続製造を実証する。 
・触媒の回収と再利用が可能であることを証明する。 
・ガス精製プロセスを設計する。 

【平成25年度実績】 
・豪州産のＬoy Ｙang褐炭を用いて650oCの低温で連続触媒
ガス化試験を実施し、タール生成がなく安定的に合成ガス
が製造できることを実証した。 
・生成ガス中の不純物をリアルタイムで分析し、不純物が極
めて少ないことが明らかとなった。 
・触媒再生試験を実施し、触媒劣化の程度を確認した。 

３－（２）－② 

【今後の展開】 
・「高圧触媒ガス化-常圧生成ガス組成調整」方式と「熱媒
体循環による間接熱供給」方式の2つの方法について実用
化可能性の観点から評価し、最適な装置設計を行う。 

空気 水蒸気 

CO2, N2 

ガス化ガス 
(H2, CO) 

CO2回収・貯留（CCS） 

石炭 
媒体循環 

従来型噴流層ガス化装置 産総研が取り組むガス化装置 

高効率化 

ガス化 
（吸熱） 

燃焼 
（発熱） 

空気 (水蒸気) 

石炭 

ガス化ガス 
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【中期計画における目標と期待される成果】 

・ナノギャップ電極間で生じる不揮発性メモリ動作を基

に、既存の不揮発性メモリを凌駕する性能（速度、集積

度）を実証する。 

・エバネッセント光-伝搬光変換技術を基に、超高効率

な赤色及び黄色発光ダイオード（光取出し効率８０％以

上）を開発する。 

ナノ構造を利用した革新的デバイス材料の開発 ４－（１）－④ 

【平成25年度計画】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、高温環境

下など耐環境メモリとしての特性追及を行う。 

・AlGaInP系発光LEDについて、電流拡散構造やリッジ

形状の最適化、低屈折率膜を用いた二重干渉効果によ

る光取出し効率の上限値を見極める。 

・GaN系では平成24年度に開発したリッジ作製技術を基

にLEDを試作する。 

 

 

【平成25年度実績】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、高集積

化に向けて原子層堆積装置による3nm間隔の縦型

ギャップ構造作製法を確立（歩留まり95%以上）した。 

・AlGaInP 系赤色LEDについて、電流拡散層の最適化

を行い、高いエバネッセント光結合効果を得た。これ

より通常の平坦表面デバイスより3.8倍高い光取出し

効率（絶対値で推定70%）を得た。 

・GaN系LEDでもリッジ構造LEDを試作し、微小円錐台

型LEDにおいて2.2倍高い光取出し効率を達成した。 

 

 

 

【今後の展開】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、300℃を

超える高温環境下の特性評価を行う。 

・発光ダイオードについては、反射ミラーの最適化（反

射率を97%から99%に改善）、リッジ配置の最適化など

により、光取出し効率80%以上を達成する。 

 

4kbit縦型ナノギャップ電極不揮発メモリ素子のSEM像 
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【中期計画における目標と期待される成果】 

・カーボンナノチューブ（SWCNT）の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）を開発する。 

・SWCNTの分離精製技術（金属型、半導体型ともに、分

離純度：95%以上；収率：80%以上）を開発する。 

・高品質グラフェンの大量合成技術を開発する。 

【平成25年度計画】 

・スーパーグロース法SWCNTの実証プラントを運営し、

用途開発企業にサンプル提供する。 

・SWCNTを金属型と半導体型に高純度かつ大量に分

離する技術の確立に向けて、基盤技術を開発するとと

もに分離原理解明に挑む。 

・マイクロ波プラズマCVDによるグラフェン合成の条件

最適化、基板表面処理技術、ドーピング技術、転写技

術の高度化を図り、グラフェン透明導電フィルムの性能

向上を目指す。 

【平成25年度実績】 

・SWCNT、及びその分散液や複合材料を企業等にのべ 

1４0件提供した。 

・ SWCNTの金属型と半導体型の大量分離について、 pH

や溶質濃度の制御によりスループットを向上させ、分離

純度95%、収率80%の中期計画目標を達成した。 

・グラフェンの結晶サイズ向上（10→100 nm）、電気伝導

性向上(移動度100→1000 cm2/Vs)に成功した。 

【今後の展開】 

・ スーパーグロース法SWCNTの商業プラント上市を実現

するために、大量生産技術の低コスト化を図るとともに、

引き続き企業等にサンプル提供を実施する。 

・99%以上の純度を誇る半導体型SWCNTを得るため、分

離システムのさらなる高度化を目指す。 

・静電容量タッチパネル等への応用を目標に、高性能グ

ラフェン透明導電フィルムの開発、及びその大量合成基

盤技術の開発を行う。 

ナノチューブ、炭素系材料の量産化技術と応用 ４－（２）－① 

スーパーグロースSWCNTの 
パイロットプラント（左）と大面積塗工膜（右） 金属・半導体SWCNT

の大量分離技術 

コントロール
ユニット 

8.5L 
カラム 分離溶媒 

グラフェン透明導電フィルム
を実装したタッチパネル 

A4サイズ 



ナノスケールロジック、メモリデバイスの研究開発 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・極微細CMOSの電流駆動力向上やメモリの高速低

電圧化、集積可能性検証を対象に、構造、材料、プ
ロセス技術及び関連計測技術を体系的に開発する。
これによって、産業界との連携を促進し、既存技術
の様々な基本的限界を打破できる新技術を５つ以
上、創出する。 

【平成25年度計画】 
・不揮発性抵抗スイッチデバイスについて、メモリア
レイレベルでオン・オフ電圧を3ボルト以下にするとと
もに、メモリ動作信頼性評価手法を開発する。 
 

【平成25年度実績】 
・新開発した電極材料によりメモリ素子のプロセス耐性
を向上させ、メモリアレイレベルでオン・オフ電圧を3ボ
ルト以下にすることに成功した。また、ナノメートル領域
での空間分解組成分析手法により、メモリデバイス構
造における酸素分布を調べることで、メモリ動作信頼
性評価が出来る可能性を明らかにした。 
【今後の展開】 
・引き続き、不揮発性抵抗スイッチデバイスについて、
メモリ動作信頼性評価手法を開発する。より具体的に
は、抵抗スイッチ現象に伴う元素移動を定量的に評価
し、メモリ動作との関係を明らかにする。 

４－（３）－① 
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電極材料A 
酸化物薄膜 
下部電極 

電極A/電極B 
積層構造 電極材料B 

図1 従来の電極材料Aと新開発した電極材料Bの酸素透過性を比較した同位体酸素18OのSIMSプロファイル 
動作電圧:高 動作電圧:低 

confidential 

※縦軸：同位体存在比で規格化。 

抵抗変化膜が 
著しく酸化 

抵抗変化膜の 
酸化が軽減 

プロセス中の 
酸化抑制に成功 
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【中期計画における目標と期待される成果】 
・必要な時に必要な量だけの生産が可能で、かつ多品

種変量生産に対応できる製造基盤技術を開発する。 
・ナノ材料を超微粒子化、溶液化し、それらを迅速に直

接パターニングするオンデマンド製造技術を開発する。 

【平成25年度計画】 
・レーザー援用IJ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 
・オンデマンドアップグレードの提言に向け、AD法で

自動車部材用異種材溶接ペースト層形成を検討。 
 

【平成25年度実績】 
・レーザー援用IJでは、液滴固化シミュレーションと高

速欠陥検出法により製品歩留まり向上の指針を得た。 

・光MODでは、フィルム基板上の蛍光体膜の大幅な特

性向上と、LIJ法により抵抗体トリミングを実現。 

・異種材溶接では、直接溶融接合困難なチタン／鉄・

溶接で母材強度相当の接合強度を得た。 

 【今後の展開】 
・レーザー援用IJ、光MODでは、実用レベルの密着強

度を実現する。 

・AD法により鉄／アルミ等の異種材料接合を実現し、

リペア・アップグレード応用の可能性を検証する。 

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 ５－（１）－① 

鉄-チタン異材溶接 

LIJシミュレーション検討 
光MOD・抵抗体トリミング 

膜厚1/3 
で1.5倍 
の発光
強度 

光MOD・高輝度蛍光体膜 

高速欠陥検出システムの検討 
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コンパクトな化学プロセスを実現する技術 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・高温高圧エンジニアリング技術、マイクロリアクター技術、

膜技術、特異的反応場利用技術等を用い、有機溶媒の使

用を抑制したプロセスや、適量分散型で短時間に物質を

製造できるプロセス技術を開発する。 
・特に、機能性化学品を合成する水素化反応において、

有機溶媒を用いず、従来法に比べ150%以上の反応効率

の達成を目指す。 

【平成25年度計画】 
・フラン類の水素化反応によって香料原料や樹脂原料を

合成するため、水、二酸化炭素ならびに高活性触媒を用

いることにより、フルフラールの水素化触媒反応プロセス

において、有機溶媒を用いずに従来法に比較して150%以

上の反応速度を達成する水素化触媒反応系を開発する。 

【平成25年度実績】 
・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。 

５－（２）－③ 

マイクロリアクター 

特異的反応場 

膜利用技術 様々な基盤・要素技術 

融
合 

 コンパクトな化学プロセス実現 
 ・副生廃棄物の極小化 ・有害物質使用を抑制 
 ・水やCO2を媒体に利用 ・エネルギー消費効率を高める 
 ・高温高圧短時間の製造プロセス 

高圧マイクロ混合反応器 

コンパクトな融合
反応システム 

【今後の展開】 
・特異的反応場利用技術による低環境負荷プロセス実現

のため、香料原料や樹脂原料となるラクトン類を合成す

る水素化反応において、水溶媒および高性能触媒を用い

る触媒反応技術を開発し、従来法に比較して150%以上

の反応効率を達成する。 



５－（３）－① 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・未知微生物の遺伝子資源や環境ゲノム情報、機能解 

 析より、バイオ変換において従来にない有用な酵素遺 

 伝子を10種以上取得。 
 

・酵素や微生物を用いた実用的な高効率バイオ変換基 

 盤技術を開発。 

【平成25年度計画】 
 

・水生植物根圏に生息する未知微生物の探索と、植物
に対する生育効果の解析。 
・これまでに同定した微細藻類遺伝子から、オイル蓄積
に関与する遺伝子の推定。 

【平成25年度実績】 
 

・水生植物の成長を促進する根圏微生物を取得し、ク
ロロフィル含有量を増大させることを発見。 
 

・海洋微細藻類において遺伝子発現を解析し、グル
コースからのトリグリセリド生合成系を推定。 

・醤油麹のゲノム構造を従来よりも大幅に高い精度で
解明。 

【今後の展開】 
 

・根圏微生物の植物成長促進メカニズムの解明と産業
応用への検証。 
 

・バイオ燃料生産のために、トリグリセリド代謝系のキー
ファクターの推定。 

微生物資源や有用遺伝子の探索と機能解明 

未知遺伝子資源
の利用 

大規模酵素ライブ
ラリーの利用 

高度な解析 

• 難分解性バイオマス分解 
• 高い反応速度（高速） 
• 新規物質合成など 

高性能酵素による生産 

有用遺伝子 微生物資源 

• ゲノム情報解析 
• 高速・高感度活性測定 
• 多段階反応検出など 
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【中期計画における目標と期待される成果】 

・数ミリメートル角以内の通信機能付きセンサチップ

を試作し、オフィス、クリーンルーム等の製造現場の

消費エネルギーを10％削減するためのシステム技

術を開発する。 

【平成25年度計画】 

・新たな多値化技術により、微弱電波通信距離を従

来の2倍以上伸ばすことが可能な通信LSIとMEMS電

力を開発し、小型通信機能付きセンサチップを試作

する。環境データの多点観測することで、消費電力

のムダを機能/電力の観点より適切に判断し得る電

力プロファイリングシステムを開発する。 

【平成25年度実績】 

・低消費電力多値化技術、MEMS技術により、従来比

約3倍の微弱電波通信距離を有する通信LSI、フレキ

シブル電力センサ、及び3.9mm角の通信機能付き温

湿度センサチップの開発に成功した。電力プロファイ

リングシステムを開発し、社会実験により省エネ対策

に対する有用性を実証した。 

ユビキタス電子機械システム技術の開発 

電力プロファイリング 

５－（４）－② 

【今後の展開】 

・3mm角の通信機能付き温湿度センサチップを搭載し

たフレキシブル電力センサ端末、数シンボルでの超短

電文通信が可能な受信機を開発し、超低消費電力セ

ンサネットワークシステムを構築する。環境情報と消

費電力量を統合した電力プロファイリングシステムを

活用し、省エネに向けた実装実験を実施する。 

新たな広帯域多値通信により、 
同じ情報量を同じ電力で低速で送信 
→ S/Nの増加により2倍以上の通信距離 

この通信を実現する
3.9mm角チップ 
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環境負荷物質及び環境浄化能の計測手法の開発 

【平成25年度計画】 
・マイクロ波抽出-石炭中微量元素分析法のJIS化に向

け、ラウンドロビンテストを行う。 
・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。 

・真菌試料の前処理技術を改良し、分析に必要な試料

量を1/4にすることによってさらに迅速化を図る。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・化学物質の国際規制に対応する計測技術の開発と

標準化 
・製品中有害物質検出法の迅速化［RoHS, POPs規制］ 
・生物応答に基づく有害性評価［全排水毒性規制］ 
・環境中微生物の検出法の高効率化（従来比5倍） 

【平成25年度実績】 
・マイクロ波抽出-石炭中微量元素分析法は、ラウンドロビ

ンテスト等をもとにJIS原案を作成した。 
・化学物質の生体影響評価を可能にする高感度かつ長波

長化した人工生物発光酵素を樹立した。 

・従来難しかった真菌試料の破砕処理法の効率化（必要試

料量も1/4に）を図り、基準株のデータベースを作成した。 

６－（６）－① 

国際規制に対応した迅速計測技術の開発と標準化 

環境微生物迅速検出 
C

C
C

C
C

C
C

C
S

O-
F FFFFF

FF F F F F F F

F

F

F

O

O

個別物質の規制

から全排水毒性

（WET）規制へ 

化学物質の国際規制の動向 

【今後の展開】 
・水管理現場利用を目指した可搬型有害試薬フリー全有

機炭素連続分析装置を開発する。 
・抗原機能を有する人工生物発光酵素(ALuc) 類を開発

することでALucの立体構造と基質特異性を明らかにする。 
・微生物分析の適用範囲を国内外水環境で重要な藍藻

類に拡張し、そのための迅速な試料前処理法を開発する。 

生産サイド 環境サイド 
RoHS指令 

POPs条約、水銀

条約 人の健康に加え、

生態系への影響

を考慮した規制へ 

RoHS規制重金属・

難燃剤の迅速測定 

高輝度人口発光酵素 

易メンテナンス計測 

標準化 



27 

Ⅱ．ライフ・イノベーションを実現するための研究開発の推進 

II-1 先進的、総合的な創薬技術、医療技術の開発 

II-2 健康な生き方を実現する技術の開発 

離れた場所での 
医療技術研修支援 

II-3 生活安全のための技術開発 

社会参画を支援するための 
インタフェース 遠隔見守りシステム 

未分化マーカー検出プローブ 
（AiLec-S1） 

分子動力学計算による 
構造サンプリ ング技術 

ストレスマーカー解析装置 
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【平成25年度計画】 
 

・10遺伝子以上を搭載できる次世代センダイウイル
スベクターの開発。 
 

・次世代センダイウイルスベクターに分化に必要な遺
伝子を搭載して、ヒト線維芽細胞で発現。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・骨、軟骨、心血管、膵臓等を生体組織レベルで再生
する技術や神経ネットワークの再構成を促進する技
術の開発。 

 

・安全・均質な分化細胞や組織を再生医療に供給。 

【平成25年度実績】 
 

・ 10遺伝子以上を搭載できる次世代SeVdpベクターの開
発。 
 

・ 次世代SeVdp ベクターに6個の初期化遺伝子を搭載、そ
の結果、iPS細胞作製効率 10%以上。 
 

・ヒト線維芽細胞で神経や軟骨特異的な転写因子の発現
に成功。 

【今後の展開】 
 

・次世代SeVdp ベクターを用いて、ヒト血液細胞から動物
由来成分非存在下でiPS細胞を作製する技術の開発。  
 

・細胞の形質転換のために、次世代SeVdp ベクターに搭載
する神経や軟骨特異的な遺伝子の検討。 
 

幹細胞等を利用した再生医療技術等に資する基盤技術及び標準化技術の開発 １－（１）－① 

ヒト末梢血単球 iPS細胞に変化中の細胞 高品質iPS細胞 

現時点で世界最高の効率と安全性を確保 

血液細胞は、iPS細胞を創るための理想的な素材 



配列情報と分子構造情報を用いた創薬支援技術開発 １－（３）－① 

【平成25年度計画】 

・実験系研究機関との共同研究を通して、分子モデリ
ング技術による創薬標的タンパク質の立体構造予測
データを提供。 

 

・次世代スーパーコンピュータ「京」を活用するなどし、
分子複合体の構造予測技術を創薬標的へ応用する
ための研究を実施。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・遺伝子やタンパク質の機能予測及び特定のタンパク
質や糖鎖と相互作用する化合物の探索技術の開発。 

 

・医薬品の開発にかかるコストと時間の大幅な削減。 
 

・創薬基盤技術の開発。 

【平成25年度実績】 
 

・創薬等支援基盤技術プラットフォーム事業において、９
件の支援研究と企業５社との資金提供型共同研究を実
施。 

 

・創薬に関する人材養成のための技術者養成コースを６
コース開催。 

 

・RNA-RNA複合体予測システムを開発し、外部に公開。 
 

・創薬ターゲットであるGタンパク質共役受容体に特化し
た高精度モデリング手法を開発した。 

【今後の展開】 
 

・創薬等支援基盤技術プラットフォーム事業を拠点として
、支援・共同研究や人材養成活動を継続する。 

 

・タンパク質立体構造に基づく薬剤複合体の構造予測シ
ステムを開発。「京」を使用した創薬研究を継続。 

29 

創薬標的（タンパク質）に対して選択的
に結合する化合物（医薬） 

分子構造予測 塩基配列情報 

…ATGCGTTAA… 
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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 ２－（２）－① 

【平成25年度計画】 
・量産可能なバイオマーカー測定用の遠心送液型ラボ

ディスクの測定部チップの開発。 

・遠心回転測定システムによる試作機の開発。 

・緊張や不眠の指標となる唾液試料中の硝酸イオンを

計測する電子体温計型測定器について、実証研究の

ための方法を構築。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・身体と精神の健康状態を生体試料を用いて評価し、時
系列情報として管理するデバイスやバイオマーカー候
補を開発。 

 

・精度の高い健康診断が可能。 

【平成25年度実績】 
 

・産業的生産に使用可能な硬質樹脂を素材とした量
産型ラボディスク用チップを開発し、２種のバイオ
マーカーについて免疫測定が可能であることを証明。 

 

・遠心回転システムの試作機を作製し、安定性やソフ
トウェアの実用性を検証。 

 

・電子体温計型測定器の実証研究のため、スプーン
法での唾液採取法を構築。 

【今後の展開】 
 

・測定部チップをラボディスク本体と結合し、遠心回転
システムへの組込んだ装置を作製し、バイオマーカ
ー測定機能を実証する。 

 

・唾液から緊張被験実験データを取得するなどして、
簡便な健康情報評価システムを開発する。 

ストレスマーカー解析装置 

疾患に関わるバイオマーカーの簡便計測 

パーソナルヘルスレコード 

精神的な健康状態
の計測 

身体的な健康状態
の計測 健康情報の集積と解析 

迅速かつ統計的な健
康診断と対策 



生体情報計測に基づく軽負荷医療及び遠隔医療支援技術の開発 

【平成25年度計画】 
 

・磁気共鳴による弾性画像計測法（MRE）を新たなMRI
装置に実装。 
 

・手持ち可能で、手応えをフィードバックできる穿刺支
援装置の安全性や簡便性向上。 
 

・遠隔地からの手術指導症例を蓄積するとともに、自
習可能なシステムを作製。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・遠隔地から指導可能な手術手技研修システムの開発。 
 

・低侵襲治療機器に即したトレーニングシステムの開発。 
 

・患者と医療従事者の負担軽減に貢献。 

【平成25年度実績】 
 

・電気駆動方式から、より安価で清潔になる空気圧駆
動の試作機を開発。 

 

・電気駆動方式から、より安価で清潔になる空気圧駆
動の試作機を開発。 

 

・遠隔手術指導システムを用いた指導症例として、手
術室での実地指導を記録。自習システムおよび無
償公開したアプリケーションSCCToolKitを使用した
普及型を開発。 

【今後の展開】 
 

・MREに圧縮センシング技術を応用して計測時間を短縮。 
 

・手術指導システムの医療機関での運用を通じて、普及
型を改良し、自習教材・指導要領を開発する。 

２－（３）－① 
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画像合成によって遠隔地間
のマンツーマン指導を可能

にする技術 

安価で小型かつ簡便
な手術指導システム 
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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  ２－（３）－③ 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 

・軽量、柔軟、低電圧駆動アクチュエータ（人工筋肉）と 

 それを用いた運動アシスト機器等の開発。 
 

・ブレイン-マシン インターフェース（BMI）を用いた意思 

 伝達支援装置の開発。 
 

・高齢者、障害者等の社会参画に貢献。 

【平成25年度計画】 
 

・1ボルト程度で駆動可能な高伸縮性アクチュエーター
を実現するため、導電性が優れ、かつ柔軟性のある
カーボンファイバーからなる電極を開発。 

 

・電荷移動錯体の添加によりアクチュエーターの耐久
性、応答性、伸縮性を向上。 

 

・樹脂製ヘッドギア（脳波計）の医療機器や家電ノイズ
への耐性を向上。 

【平成25年度実績】 

・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
性や、3時間にわたって変位状態をほぼ一定に保持するこ
とを実現。 

 

・直流通電に対する電極の耐久性向上に電荷移動錯体テト
ラシアノキノジメタンが最も効果的で、電極へ添加すること
でさらに向上することを明らかにした。 

 

・脳波計測システムのモバイル利用を可能とする電気的ノイ
ズ耐性を向上させる２つの技術を開発した。 

 

 
【今後の展開】 
 

・カーボンファイバー電極の導電性と柔軟性のさらなる向上。 
 

・様々な電荷移動錯体の添加による電極キャスト液の効果
的な分散法を開発。 

 

・高齢者、健常者のより高度な社会参画を可能にする、モバ
イル性の高い脳波計測システムの実証実験を実施。 

 

・既存機器の2倍以上の意思伝達効率を有するニューロコ
ミュニケーターのプロトタイプを開発。 

軽量低電圧アクチュエーター 

運動を支援する技術ですべての人々に高度な社会参画を 

高効率BMIによる機器操作 

Photo by Yutaka SUZUKI 



生活安全のためのセンサを用いた見守り及び異常検出技術 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・生活における危険状態の自動検出を実現するために、
人の 10 以上の姿勢・運動状態の識別及び運動量を推
定できる技術を開発する。異常状態の自動検出率 
95 % を目指して、生活動画・日常音環境等を分析する
技術を開発する。がん細胞の自動検出率 95 % を実現

するために、胃生検画像を自動的に診断する技術を開
発する。 
【平成25年度計画】 
・生活安全の向上に寄与する以下の研究開発を実施す
る。1)複数ユーザを対象に、遠隔見守りシステムによっ
て得られる生活パターンについてユーザ間での関連性
を解析し、複数のユーザが同一作業を実行している等の
生活パターンの関連性を抽出するシステムを実現する。 
2)検査画像の性質に応じて特異的に反応する識別器群
を効果的に機能させるアルゴリズムを実装し、がん検出
の信頼性向上を試みる。3)高齢者等の行動を把握し適
切な支援を行うため、施設等での不審行動や危険を検
出して、介護者等へ通知するセンシングシステムを開発
する。 
 
 

【平成25年度実績】 
・生活安全の向上に寄与する以下の研究開発を実施し
た。1)遠隔見守りシステムが出力する個々の生活パター
ンからユーザ間の関連性を解析し、複数人が同一作業
を行っているといった関連性を複数ユーザの位置関係
から抽出するシステムを実現した。2)識別器群を効果的
に機能させるアルゴリズムと色指標局所相関特徴量を
導入した結果、実際的なデータセットに対して、がん検出
率が78.7%から93.7%に向上した。3)高齢者の行動を
把握し支援を行うため、人物特定と行動追跡を行い、そ
の行動データを閲覧権限レベルに応じて匿名化し安全
に出力するシステムを開発した。 
 
 
【今後の展開】 
・生活安全の向上に寄与する以下の研究開発を実施す
る。1) これまでに人の10以上の姿勢推定を加速度データ
の周波数解析により実現し、当初目標を達成した。 
2) これまで研究開発を進めてきた要素技術およびソフト
ウェアを統合し、がんを自動検出するソフトウェアを完成
させ、実際的な胃生検画像を対象に検出率95%以上を
有することを確認する。3) 高齢者等の行動を把握し適切
な支援を行うため、施設等での危険行動パターンを検出
して介護者へ通知するセンシングシステムを開発し、介護
者との危険判定一致度95%を目指す。 
 
 

３－（１）－② 

各ユーザの生活パターン情報 関連性抽出 
 ・Ａさんが数人で〇○作業を 
 行っています 

閲覧権限に応
じた情報配信 

権限Ａ：追跡
対象者の名
前・顔・動線 

権限Ｂ：匿名者
の動線のみ 

個人情報を適切に扱う 
小型追跡センサ 
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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 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・機能安全の国際規格に適合可能なロボットの安全規格を定
めるため、ロボットの安全性を試験・評価するための技術を開
発する。ロボットの安全技術としてのセンサ技術、制御技術、イ
ンターフェース技術、ロボットの安全性を検証するためのリスク
アセスメント技術を開発する。 
【平成25年度計画】 
・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。 

【平成25年度実績】 
・シミュレーターを用いたリスクアセスメントの
結果を映像の形式で可視化し、ロボットメーカ
等に広く提供した。新しい安全基準として試験
方法の国際標準原案を策定し、ISO国際会議
を推進して、規格提案を行った。安全性の実
証試験を行う拠点を構築し、試験・認証の事業
化のため、公開可能な基準ロボットを作成して
利用者に向けたガイドラインを作成した。 

【今後の展開】 
・シミュレータを用いたリスクアセスメントを、平
成25年度に既に構築した拠点を使用して介護
ロボット等、実用化に向けた開発に適用する。
試験方法、および必要に応じて性能基準の国
際標準の発行に向けてISO会議を推進する。
高度な機能安全にも対応可能な高信頼開発・
認証の研究に取り組む。 

○生活支援ロボットの実用化を加速 
○将来の世界的ロボット安全拠点を目指す 

３－（２）－① 

生活支援ロボットの事故
シミュレーションデータ 

全国の生活支援ロット開
発者へフィードバック 

移動作業型 
（操縦中心） 
（自律中心） 

人間装着型 
（密着型） 

搭乗型 
リスクアセス
メント結果の

蓄積 

ISO13482 
発行→  

JQAによる 
認証発行 
（国内2社） 

技術評価アンケート調査の回答の概要 
属性 値 

有効回答数 8 
回答者の開発経験年数（平均） 7.1年（1名無回答） 
回答者の安元開発経験 全員有り 

  
(1)オフィス環境×装着型ロボット×老人男性 (2)和風住宅×移動作業型（操縦）×成人女性 

インタラクティブ事故シミュレータ実行例 

 

ISO TC182/SC2 標準化提案機関（産総研） 
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Ⅲ．他国の追従を許さない先端的技術開発の推進 

III-1 高度な情報通信社会を支えるデバイス、システム技術の開発 

III-3 情報通信基盤を利用したサービス生産性の向上と新サービ

スの創出への貢献 

III-2 イノベーションの核となる材料とシステムの開発 

フレキシブル有機デバイス 光パスネットワーク 

サイドチャネル攻撃評価用基板 

Memory
Cell

S/A

D
ecoder

64

Y_Clm.Dir.

Curret_Gen. I_Amp

Out_Buff PG_CG_BLOCK

Memory
Cell

S/A

D
ecoder

64

Y_Clm.Dir.

Curret_Gen. I_Amp

Out_Buff PG_CG_BLOCK

ナノギャップ電極不揮発メモリ MEMS電力センサ 

地理空間情報の高度利用技術 
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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 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・高度な情報通信社会を支えるデバイス、システ
ム技術の開発において、フレキシブル有機デバイ
スの開発により、情報通信技術の革新に資する
光・電子デバイス技術の開発を行う。 
・ナノ構造制御により、非晶質シリコンよりも優れ
た移動度 (5 cm2/Vs 以上）、 on/off 比 (5 桁以上) 、
駆動電圧(5 V 以下)で動作する有機薄膜トランジ
スタを開発する。 

【平成25年度計画】 
・情報入出力機器の大面積、高密度、軽量化の
ため、有機半導体・強誘電体などの電子機能性
材料を印刷プロセスに適用するための材料基盤
技術の開発を行う。1) 印刷形成有機半導体、強
誘電体の高性能化、2)導体配線パターンの高精
細印刷製造技術、3) 印刷製造フレキシブルデバ

イスの開発およびデバイス性能高度化のための、
界面高機能化印刷プロセス技術の開発を行う。 

【平成25年度実績】 
1) 高溶解性有機強誘電体（イミダゾール系化合物）の

溶液プロセスによる薄膜化技術を開発し、それによ
り高い自発分極（＞3μC/cm2）を示す強誘電体薄膜
の開発に成功した。 

2) 基板表面の光改質技術を開発し、それによりバルク

金属なみの低抵抗を示す微細配線パターンの簡易
印刷製造技術の開発に成功した。 

3) フレキシブル透明電極作成技術を開発するとともに、

それを用いて透明フレキシブル圧力センサの開発、
およびその高感度化技術の開発に成功した。 

【今後の展開】 
・さらに印刷適合性に優れた高性能有機半導体・強誘

電体の材料開発、および印刷有機トランジスタを用い

たアクティブバックプレーン、およびデバイス性能高度

化のための界面高機能化印刷プロセス技術の開発を

推進する。 

１－（１）－② 

高精細配線パターンの簡易印刷製造技術を開発 高感度透明フレキシブル圧力センサを開発 

Line width：1.02
～1.21μm 



光通信の波長及び空間の高密度化 
【中期計画における目標と期待される成果】 
・既存のネットワークルータに比べてスループットあ
たり 3 桁低い消費電力でルーティングできる光パス

ネットワーク技術を開発する。具体的には、ルートを
切り替える各種の光スイッチ、伝送路を最適化する
技術、これらを含む光ノードを開発してシステム化す
る。また、1Tb/s 以上の大伝送容量化を目指して、多

値位相変調や偏波多重を含む超高速光多重化のた
めのデバイス及び光信号処理技術を開発する。 

【平成25年度計画】 
・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。 

【平成25年度実績】 
・光パスネットワーク大規模実運用テストベッドの構築に着手した。光

ノードの制御を簡素化する中間制御装置（BlueBox）を開発した。 
・光スイッチでは、世界最小の8x8PILOSS型シリコンフォトニクススイッ

チの伝送特性を評価し、国際会議でポストデッドラインペーパーに採択

された。また、ダイバーシティ構造の偏波無依存スイッチの試作ならび

に漏話特性を改善する構造設計を行い、国際会議で発表した。波長選

択スイッチでは、５ｘ５構成で試作を行い損失改善を図った。 
・パラメトリック可変分散補償器のプロトタイプを完成した。独自の任意

波長変換装置を開発し多値位相変調信号への良好な動作を確認した。

43Gから688Gまでの帯域可変ナイキスト光信号のアドドロップ、波長変

換に成功した。 

【今後の展開】 
・光パスネットワークの大規

模実運用テストベッドを構築

し、デモ展示を行う。 

１－（１）－③ 

光パスネットワーク実運用テストベッド構成 

8×8 SW 装置組み込み Matrix 
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

TPA
FW

9500

Matrix
SW

WXC

Matrix
SW

WXC

Si-
SW
5x5 

WSS

from/to
Tokyo

#1 #2 #3

#4 #5 #6

#7 #8

CDS

CDS

TPND TPND

TPND

TPND

Venue

NPRC Lab, Demo TourAIST Tsukuba Central

AIST Tsukuba West

TPND40G

40G

超小型8x8 PILOSS型シリコンフォトニクススイッチおよびその損失特性 

WSS 
nodeINPUT

PASS

パラメトリック 
可変分散補償器 
プロトタイプ外観 

40G~688G 帯域可変ナイキス
ト光信号の多重分離 
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【中期計画における目標と期待される成果】 

・ナノギャップ電極間で生じる不揮発性メモリ動作を基

に、既存の不揮発性メモリを凌駕する性能（速度、集積

度）を実証する。 

・エバネッセント光-伝搬光変換技術を基に、超高効率

な赤色及び黄色発光ダイオード（光取出し効率８０％以

上）を開発する。 

ナノ構造を利用した革新的デバイス材料の開発 ４－（１）－④ 

【平成25年度計画】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、高温環境

下など耐環境メモリとしての特性追及を行う。 

・AlGaInP系発光LEDについて、電流拡散構造やリッジ

形状の最適化、低屈折率膜を用いた二重干渉効果によ

る光取出し効率の上限値を見極める。 

・GaN系では平成24年度に開発したリッジ作製技術を基

にLEDを試作する。 

 

 

【平成25年度実績】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、高集積

化に向けて原子層堆積装置による3nm間隔の縦型

ギャップ構造作製法を確立（歩留まり95%以上）した。 

・AlGaInP 系赤色LEDについて、電流拡散層の最適化

を行い、高いエバネッセント光結合効果を得た。これ

より通常の平坦表面デバイスより3.8倍高い光取出し

効率（絶対値で推定70%）を得た。 

・GaN系LEDでもリッジ構造LEDを試作し、微小円錐台

型LEDにおいて2.2倍高い光取出し効率を達成した。 

 

 

 

【今後の展開】 

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関して、300℃を

超える高温環境下の特性評価を行う。 

・発光ダイオードについては、反射ミラーの最適化（反

射率を97%から99%に改善）、リッジ配置の最適化など

により、光取出し効率80%以上を達成する。 

 

4kbit縦型ナノギャップ電極不揮発メモリ素子のSEM像 
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【中期計画における目標と期待される成果】 

・数ミリメートル角以内の通信機能付きセンサチップ

を試作し、オフィス、クリーンルーム等の製造現場の

消費エネルギーを10％削減するためのシステム技

術を開発する。 

【平成25年度計画】 

・新たな多値化技術により、微弱電波通信距離を従

来の2倍以上伸ばすことが可能な通信LSIとMEMS電

力を開発し、小型通信機能付きセンサチップを試作

する。環境データの多点観測することで、消費電力

のムダを機能/電力の観点より適切に判断し得る電

力プロファイリングシステムを開発する。 

【平成25年度実績】 

・低消費電力多値化技術、MEMS技術により、従来比

約3倍の微弱電波通信距離を有する通信LSI、フレキ

シブル電力センサ、及び3.9mm角の通信機能付き温

湿度センサチップの開発に成功した。電力プロファイ

リングシステムを開発し、社会実験により省エネ対策

に対する有用性を実証した。 

ユビキタス電子機械システム技術の開発 

電力プロファイリング 

５－（４）－② 

【今後の展開】 

・3mm角の通信機能付き温湿度センサチップを搭載し

たフレキシブル電力センサ端末、数シンボルでの超短

電文通信が可能な受信機を開発し、超低消費電力セ

ンサネットワークシステムを構築する。環境情報と消

費電力量を統合した電力プロファイリングシステムを

活用し、省エネに向けた実装実験を実施する。 

新たな広帯域多値通信により、 
同じ情報量を同じ電力で低速で送信 
→ S/Nの増加により2倍以上の通信距離 

この通信を実現する
3.9mm角チップ 
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QOL向上のための生活支援ロボット基盤技術 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・家庭・施設等での行動解析に基づき必要となる支
援サービスを定義し、屋内のあらゆる地点で精度 5 
cm 以内の精度を有する屋内移動技術、15 種類以

上の日常生活用品を対象とした物体把持技術、予
備知識を必要としない高齢者とのインタラクション技
術等を開発する。 
【平成25年度計画】 
1)高齢者施設での介護業務に関する活動調査を行
い、コストベネフィット分析の基礎データを得る。また
支援ロボットや支援機器を組み合わせて利用する
ため、詳細な国際生活機能分類（ICF）情報を付加
した機器のデータベースの構築を行う。 
2)これまでに構築してきた100種類の日常物品モデ
ルの中で、主要パーツが容器以外の物品について
も、パーツの接続関係から階層的に表現したうえで、
基幹物品を抽出する。これにより、日用品が多様で
あっても扱い方が同じならば共通の把持技術を適
用できるようにする。 

【平成25年度実績】 
1)介護施設職員の身体的負担をモデル化する調査、およ
び新技術導入の際の消費カテゴリ毎の情報探索コストの
調査を実施した。また介護保険レセプト分析用DBの構築、
および支援機器に関するICF情報を付加したDBを構築し
た。 2)100種類の日常物品について、パーツの接続関係
から15種類の基幹物品（密閉容器，取っ手付き器、注ぎ口
付き器、チューブ状容器、棒状ツールほか）を選定し、物品
把持の観点による日用品モデルを開発した。これにより、
中期計画にある15種類の日用品の把持技術を達成した。 
 
 
【今後の展開】 
・施設や家庭で用いる実用的な支援ロボットの要件を5種
類以上定義し、その有用性に関する評価項目を確立する。
また、介護業務を分析するための記録ツールを開発し、介
護施設にて支援ロボットの評価に利用する。またこれまで
に開発した介護保険レセプトデータベース、および機器の
データベースを利用して、支援機器の利用の効果を分析
する。 

３－（３）－① 

パーツ接続による把持対象 
（日常容器）の階層表現 

機器導入にかかる情報
探索コストのモデル化 

（介護リフト導入における
供給コストの例） 

ICFで検索可能な生活支援
機器データベース 



放射線モニタリングDB 

地理空間情報の高度利用技術と新サービス創出  ３－（４）－② 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・地理空間情報にかかる応用技術と情報インフラに

かかる技術を融合し、ユーザ利便性およびシステム

構築性の向上を図り、地理空間情報の新たなビジネ

スモデルのサービス化を支援する。 
 

【平成25年度実績】 
・応用システムQuiQuakeについてはシステムを仮想マシンと

して構築し、災害時でも継続利用可能なクラウド上で即時に

サービスの再開が可能となるようシステムを改良し、情報提

供方法について可用性を高める機能強化を行った。SFIにつ

いては生物多様性に関する共同研究を開始した。また、SFI
の成果を原子力規制庁の放射線モニタリングプロジェクトに

適用した。Lavatubeは限定したユーザ向けにクラウド上でサー

ビス提供した。地理空間データの基本サービスの1つとして、

Landsat8のデータ公開システムを構築しサービス提供を開始

した。 

【今後の取り組み】 
・放射線モニタリングDBの高度化を進め、他のオープンデータ

との連携・統合を可能にする。 
・Landsat8データ公開システムを、差分検出等と組合わせるなど

高機能化する。高機能化のワークフローにLavatubeを適用し、

差分検出等の実装を加速する。 

【平成25年度計画】 
・地震動マップ即時推定システム（QuiQuake）につい

ては、災害時でも耐えられるようシステムを改良し、
情報提供方法について機能強化する。衛星画像・現
地観測統合システム(SFI)については、生物多様性コ
ミュニティへの展開をはかる。 
Lavatube 2はクラウド上でサービス化する。 

画像処理用ワークフローエンジンLavatubeを使った
福島原発近傍の土地変化解析事例 

積雪による一時的
な放射線遮蔽 

特定地域の 
集団線量 

Landsat-8公開システム 
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情報システム製品のセキュリティ評価技術 ３－（５）－① 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・セキュリティ評価技術について、我が国の電子政府推
奨暗号評価等での活用を実現する。さらに、それらの
技術等を実システムに組み込み可能な暗号ライブラリ
に適用し、安全性検証済みライブラリとして公開する。 
【平成25年度計画】 
・ 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、デバイスの物理量測定を実施し、波形
データベースの構築に着手する。動的再構成機能を、静
的再構成回路のプロトタイプと比較し、動的な方法の優
位性を検証するとともに、実利用の検討を進める。3種類

以上の異なるテクノロジのプロセス上でPUF（Physically 
Unclonable Function）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。 

【平成25年度実績】 
・評価対象の攻撃手法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。 
・動的再構成手法を用いて複数の国際標準暗号を実装し、
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。 
・ 独自方式であるPL-PUFが従来方式に比べ極めて高い

ユニーク性を示すことを明らかにした。また従来方式は機
械学習により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。 

【今後の展開】 
・国際標準提案に我々の知見を入れていくことで、日本
が国際標準をリードする。暗号回路の実装安全性評価の
普及を図り、情報セキュリティの分野から産業力強化を
狙う。PUFは性能評価と実用性検証に取り組む。これら
の成果をもとに国民生活の安全性向上を実現する。 

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 

出口 

PUFを用いた模倣品検出 

情報機器の安全性上 

セキュリティ評価 
ICカード模擬FPGA 
カード MiMICC 

PUF 

不正 
コピー 
不正 
コピー 
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Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備 

IV-1 技術革新、生産性向上及び産業の安全基盤の確立のための 

計測基盤技術 

IV-3 基準認証技術の開発と標準化 

IV-2 知的基盤としてのデータベースの構築と活用 

先端計測・分析技術 

超音波周波数

光
散
乱
強
度

スクラッチ

マイクロ
スクラッチ

5 μm

生産現場計測技術 

知的基盤としての 
データベース 

計量トレーサビリティ 
体系の高度化・合理化 

核磁気共鳴
（NMR）定量 
システム 

産業界への 
データ提供 AIST Web整備 

超高温熱膨張計測装置 
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生産現場計測技術の開発 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・エレクトロニクス産業等の生産現場で求められている

製品の各種欠陥や異常等の検出、発生防止、及び  

生産の高効率化を目指した、実用的なソリュ－ションを

開発し提供する。１０件以上の生産現場の課題解決に

取り組み、３件以上のソリューションを提供する。 

【今後の展開】 

1)薄膜音響センサを一体形成しウエハ静電吸着ステージ

を完成させる。また、ユーザ企業を見出し、異常検出用音

響センサの実用性を図る。 

2)大手デバイスメーカでの導電性セラミックス材料の良好

な長期評価結果を受け、量産エッチング装置への採用に

向けた最終評価を行う。 

3)プラズマ装置への装着容易なインピーダンス計測器の

用途開発、ボード型計測器の開発評価を行い、市場拡大

を支援する。 

1－（3）－① 

【平成25年度実績】 

1)装置部品メーカと共同で量産用エッチング装置の異常

検出用音響センサをウエハ吸着ステージに内蔵する技術

開発で、実装容易性を考慮し、スパッタ成膜法で直接形

成したセンサの正常動作を確認した。また、光給電システ

ムを試作して動作を確認した。 

2)材料メーカと共同開発した導電性高プラズマ耐性セラ

ミックスを大手デバイスメーカにサンプル出荷し良好な結

果を得た。実使用の最終判断に向けた長期耐性評価を

進めた。 

3)計測機器メーカとプラズマ装置へ装着容易なプラズマイ

ンピーダンス計測機器を共同で製品化、上市した。 

図 プラズマ装置へのインピーダンス計測器装着模式図と開発した計測器 

【平成25年度計画】 

1)装置部品メーカとの共同研究により、量産用エッチン

グ装置のウエハ静電吸着ステージに内蔵した複数の音

響センサーの感度を補正する実装技術、音響センサー

からの信号を大気側に引き出す光ファイバーを使用す

る光給電方式による配線技術の研究開発を行い、試作

品を作成する。 

2)材料メーカとの共同研究により、高いプラズマ耐性と

導電性を有するセラミックスやコーティング材の耐性評

価を行い、最適化と実用化試験を行う。 



ものづくりを支えるデータベースの整備 ２－（3）－③ 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・材料特性、人体特性等、産業技術開発力を支え
る基盤的な情報を整備し、社会に提供する。人体
寸法、形状データベースには独自データを500以

上拡充するとともに海外の企業、研究機関等から
もデータを求め（欧米３ヶ国以上、新興産業国３ヶ
国以上）、広範な地域の人体寸法にアクセスでき
る情報ハブを構築する。 

【平成25年度計画】 
・人体寸法/形状データベースに新たに100人以
上の独自データを追加する。日本企業の国際競
争力を高めるための新興国の体形データベース
構成を目指しして、H23年度のメキシコ、H24年
度の中国に加えて台湾の研究機関から人体寸法
データを取得し、データベースの充実を図る。こ
れらのデータを電子的に記載した書類（PDFか
Web）を整備する。 
 
 

【平成25年度実績】 
・人体寸法/形状データベースに新たに110人の独自
データを追加した。日本企業の国際競争力を高める
ための新興国の体形データベースとして、新たに台
湾国立清華大学から人体寸法データを取得し、日本
語訳をしてPDF書類を整備し、希望する企業に公開
した。 
 
 【今後の展開】 
・人体寸法/形状データベースに新たに100人以

上の独自データを追加し、累計500人以上とする。

日本企業の国際競争力を高めるための新興国

の体形データベース構成を目指して、平成23年

度のメキシコ、平成24年度の中国、平成25年度

の台湾に加え、米国等の3次元全身体形データ

を取得する。3次元体形データを統計処理して、

代 表 体 形 を 計 算 す る 。 
 

 
Spain 

U.S. 

Korea 

Mexico 

China 

産業界への 
データ提供 

AIST Web整備 技術移転＆ 
統計データ交換 

日本人の人体DBと 
人体モデリング技術 

Taiwan 
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物質の分析・評価技術の開発と標準化 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・物質の分析及び特性評価を超高温環境下等、実際の

測定環境に適用するため、必要となる光温度計による

計測技術等を開発し、その標準化を行う。得られた技術

の普及を図るために４件のJIS化を目指す。 

【平成25年度計画】 
・ISO/IEC/JIS工業標準において、以下の開発と標準化     
活動を実施する。 
1) 接触および非接触法による同時計測を可能とする超
高温熱膨張計測装置を用いて種々のカーボン材料の
高温熱膨張率を計測し、熱膨張の支配因子を探る。 
2) ジルコニア中イットリア分析のJIS原案提案を行うとと
もにマグネシウム中酸素分析のWD承認を得る。 
3) 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。 
4) 超伝導センサー標準化(通則)に関するNWIPを提出
する。 

【平成25年度実績】 
・ISO/IEC/JIS工業標準において、以下の研究及び標準化を
行った。 
1) 最高2400 ℃まで接触・非接触同時計測が可能な超高温
熱膨張計測装置を開発した。カーボン材料の高温熱膨張と
結晶配向性の関係を見出した。 
2) ジルコニア中イットリア分析のJIS原案が修正を経て承認
された。マグネシウム中酸素分析のWD審議が開始された。 
3) 電気測定AFMの国内持ち回り試験を完了後、VAMAS-
TWA2において国際持ち回り試験を開始した。 
4) 超電導センサ通則に関するNWIPを提出した。 
 

３－（１）－① 

電気測定AFMと測定例 
【今後の展開】 
種々のカーボン材料の高温電気抵抗および熱膨張などの温度依存性を測定し，標準化に向けた基礎データを

整備するとともに、電気測定AFM用に関するラウンドロビン試験結果をまとめてNWIP提案の国内合意を得る。

その他の標準化案件については、当該ISO・IEC専門委員会等において規格案承認に向けた活動を行う。 
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別表２ 地質の調査(地質情報の整備による産業技術基盤、社会安全基盤の確保) 

地
質
災
害
の
将
来
予
測
と

評
価
技
術
の
開
発 

国
土
及
び
周
辺
域
の 

地
質
基
盤
情
報
の
整
備
と

利
用
拡
大 

・地質基盤情報を体系的

に調査、整備 
・国土と周辺域における 
地質の調査 
等 

・放射性廃棄物地層処分の

安全規制等のための、地圏 
システムの評価、解明に 
必要となる技術の開発 
等 

地
圏
の
環
境
と
資
源
に
係
る

評
価
技
術
の
開
発 

・地震及び火山活動の 
メカニズム解明を目指した 
調査、研究 
等 

地
質
情
報
の
提
供
、
普
及 

・地震、火山噴火等の自然
災害発生時やその予兆 
発生時における、緊急調査
の実施、地質情報の発信 
等 

国
際
研
究
協
力
の 

強
化
、
推
進 

・アジア太平洋地域及び 
アフリカを中心とした地質に
関する各種研究協力の推進 
等 

地質情報の整備と利用と拡大 

地圏の環境と資源 
に係る評価技術 

地質災害の将来予測と 
評価技術 

緊急調査の実施 国際研究協力の 
強化、推進 
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地質図幅 報告書 

陸域の地質調査と地質情報の整備 

【平成25年度計画】 
・5万分の1地質図幅3区画を完成。 
・5万分の1地質図幅及び20万分の1地質図幅改訂の整

備計画に従って調査を実施。 
・新しい地質学的知見をもとにし、構造化した凡例を用

いた近畿、中部、関東地方のシームレス地質図編集を

行う。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・国土の基本情報としての地質の実態を体系的に解明。 
・防災面などの観点から重要な地域を中心に5万分の1
地質図幅20区画を作成。 
・全国完備を達成した20万分の1地質図幅については、

更新の必要性の高いものについて3区画を改訂。 
・地層及び岩体区分の構造化と階層化を行った次世代

の20万分の1日本シームレス地質図を作成。 

【平成25年度実績】 
・5万分の1地質図幅3区画を完成。 
・次世代20万分の1日本シームレス地質図では、新たに作

成した凡例を用いて近畿、中部、関東および東北地方南

部の地質図編集を行った。 

・現行20万分の1日本シームレス地質図を更新し、最新の

地質学的知見を導入。 
・20万分の1日本シームレス地質図について、用途に応じ

た表示が可能になるなど、利便性の拡大。 

【今後の展開】 
・5万分の1地質図幅3区画の完成、20万分の1地質図幅2区

画の更新を行い中期計画・目標を達成する。 
・次世代の20万分の1日本シームレス地質図の凡例を用い

て東北・北海道地方の地質図編集を行う。 

１－（１）－① 

第３期中期計画・目標 22-25年度 26年度 
予定 

5万分の1地質図幅 20 
区画 

18区画 2区画 

20万分の1地質図幅 3区画 3区画 

中期計画・目標の進捗状況 
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海域の地質調査と海洋地質情報の整備 

【平成25年度計画】 
・徳之島周辺海域の海洋地質調査を実施し、海洋地質

図作成のための海底地質に関する基礎情報を取得する。 

・海洋地質及び海底堆積物などの海洋地質データベー

スの拡充を行う。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・沖縄周辺海域の海洋地質調査を実施し、海洋地質図

の作成に必要な海底地質、地球物理、堆積物に関する

基礎情報を取得。 
・海洋地質図１０図を整備。 
・海域の環境変動の予測や資源開発評価、海域及び

海底利用の基礎データとして社会に提供する。 

【平成25年度実績】 
・徳之島周辺海域の海洋地質調査を実施し、海底地形、反

射法音波探査、全磁力、重力データ、岩石・堆積物試料採

取を行い、海洋地質図作成のための地質情報を取得した。 

・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が見つかり、新たな熱水の噴

出を確認した。 

・既存調査資試料の解析を進め、「日高舟状海盆表層堆積

図」「奥尻海盆表層堆積図」の2図の地質図を出版した。 

１－（１）－② 

【今後の展開】 
・奄美大島周辺海域の海洋地質調査を実施し、海洋地質

図作成のための海底地質に関する基礎情報を取得する。 

・海洋地質及び海底堆積物などの海洋地質データベース

の拡充を行う。 

海洋地質図（平成25年度に出版した海洋地質図「奥尻海盆表層堆積図」） 

第３期中期計画・目標 22-25年度 26年度 
予定 

海洋地質図 10図 14図 5図 

中期計画・目標の進捗状況 
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都市域及び沿岸域の地質調査研究と地質情報及び環境情報の整備 

【平成25年度計画】 
・静岡県駿河湾沿岸域の第四紀層の地質調査と低地

でのボーリング調査ならびに海洋地質調査を実施する。 
・石狩低地沿岸の調査結果を海陸シームレス情報とし

てとりまとめる。 
・関東平野中央部の地下構造について物理探査・地

質・ボーリング資料などの情報を整理し特殊地質図と

して出版する。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・陸域と海洋地質図の間の空白域となっている沿岸域

において最新手法による総合的な地質調査を実施。 
・海域－沿岸域－陸域をつなぐシームレスな地質情報

を整備。 

【平成25年度実績】 
・駿河湾沿岸域において地質、活断層調査を実施した。ボーリ

ングと反射法探査データから富士川河口付近での活断層によ

る変形構造を推定した。駿河湾において採泥、反射法探査お

よび海底重力などの海洋地質調査を実施した。 
・石狩低地沿岸域の海陸シームレス地質情報集「石狩低地南

部沿岸域」としてとりまとめた。 
・関東平野中央部の地下構造について、様々な地質情報を整

理し、特殊地質図(CD)No.40 「関東平野中央部の地下地質

情報とその応用」として出版した。 

【今後の展開】 
・関東都市域（房総半島〜相模湾）沿岸を対象として、活断層

調査・表層堆積物採取・ボーリング・重力測定・反射法探査等

の調査により、シームレスな地質情報を整備する。 

１－（２）－① 

海陸シームレス地質情報集「石狩低地南部沿岸域」に 
まとめられた陸と海をつなげた地質図 

特殊地質図「関東平野中央部
の地下地質情報とその応用」
に示した沖積層基底コンター
マップ 

東京スカイツリー 

北千住 

八潮 

浦和 

千歳空港 

苫小牧 
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土壌汚染評価技術の開発 ２－（１）－① 

【中期計画における目標と期待される成果】 

・物理探査技術による土壌汚染調査の有効性を検証
し、原位置計測や試料物性計測技術との併用による
土壌汚染調査法を構築。 

・生活環境における様々なリスクを適切に評価するた
めの技術体系を確立。 

・鉱物、植物、微生物及び再生可能エネルギーを活用
した環境共生型の原位置浄化、修復技術を開発。 

【平成25年度計画】 

・今まで構築してきた土壌汚染調査法を用い、茨城県
地域を対象に表層土壌の重金属についてのリスク評
価を実施。 

・放射性物質の土壌汚染について、環境中の動態把
握およびリスク評価手法の確立。 

【平成25年度実績】 

・茨城県地域を対象とした表層土壌調査を実施し、採取した
表層土壌試料に含まれるクロム、鉛、ヒ素等の重金属含有量
や地下水に溶け出す重金属の溶出量を分析。 

・それをもとに曝露・リスク情報を解析・評価し、表層土壌評
価基本図として整備完了。 

・粘土鉱物の放射性元素の吸着特性を考慮した、放射性汚
染物質の動態把握に基づく予測モデルを構築。 

【今後の展開】 
・表層土壌評価基本図～茨城県地域～の出版。 

・汚染物質の毒性・濃度の簡便・高精度な測定手法の開発。 

・原位置浄化技術の開発。 

・放射性物質汚染の原位置測定や環境・保管管理中での放
射性物質の動態把握および移行予測技術の開発。 

茨城県の表層土壌に含まれる鉛含有量（左）と地下水への溶出量（右）  

表層土壌（カドミウム，鉛など） 

地下水 

溶
出 

土壌が口に入る 
地下水を飲む ヒ

ト 農作物を食べる 

土壌・地下水からヒトへの重金属類の摂取経路 

リスク有りの場合 

ヒトの重金属類
の生涯摂取量 

許容摂
取量 ＞ 



鉱物及び燃料資源のポテンシャル評価 ２－（２）－① 

【平成25年度計画】 

・モンゴル、南アフリカ、南米、東南アジア等において、各国機関

との協力のもと、レアメタル鉱床の資源ポテンシャル評価を実施

する。 

・上越沖、東部南海トラフ等でコア試料、物探データ等の解析を

進め、メタンハイドレート鉱床の成因解明に向けた研究を行う。 

【中期計画における目標と期待される成果】 

・レアメタル等の鉱床の資源ポテンシャル評価を南アフリカ、

アジア等で実施し、鉱床を各地域から抽出。 

・メタンハイドレート等未利用燃料資源利用のため、代表的

な資源賦存域において資源ポテンシャル評価。 

【平成25年度実績】 

・モンゴル等で重レアアース徴地の探鉱試錐を実施
し、重レアアースの分布・鉱量を精査し、鉱床の選鉱
方法の評価を行った。 

・表層型メタンハイドレート賦存域である上越沖のコ
ア試料、物理探査データ解析を進め、海水準低下に
よるハイドレートの分解と海底地形発達モデルを解
明した。 

【今後の展開】 
・南米、東南アジアなどにおいて、国際協力のもと、

希土類を中心とするレアメタル鉱床の資源ポテン

シャル評価を引き続き実施する。 

・上越沖のコア試料・物探データ等の解析を進め、

表層型メタンハイドレート鉱床の成因解明研究を進

める。 

上図：表層型メタンハイドレートの濃集している海域の特徴的な海底地
形と海底表層の地質構造 
 
右図：経産省2013年11月29日、プレス発表資料（産総研が経産省委
託費で実施し、経産省プレス発表につながった。） 

経産省2013プレス発表 

Nakajima et al. (2013) 

メタンハイドレート 

ポックマーク  
（海底のすり鉢状の窪地） 

表層型メタンハイドレート 
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地下水及び地熱資源のポテンシャル評価 ２－（２）－② 
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地下水及び地熱資源のポテンシャル評価 ２－（２）－② 

【平成25年度計画】 

・水文環境図（熊本平野・石狩平野）を整備。 

・地熱資源ポテンシャル評価手法を改良するとともに、温泉
共生型地熱貯留層管理システム開発で得たモニタリング手
法やデータ評価プログラムを新潟県等に展開。 

・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
熱システムの地下環境への影響評価を実施。 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・水文環境図を２図と全国の地下水資源ポテンシャル図を整

備。 
・地熱資源のポテンシャルを地理情報システムによって評価。 
・温泉との共生を可能にする発電技術や地熱技術を開発。 
・平野部等の地下温度構造及び地下水流動モデルを構築。 

【平成25年度実績】 
•水文環境図、熊本平野・石狩平野を作成。 
•地熱資源ポテンシャル評価手法を改良し、未利用

地熱資源を含む全国の熱水系資源を再評価。 

•温泉モニタリングデータを評価する地熱－温泉共

生アドバンスドソフトを作成。 

•津軽平野でクローズド型地中熱システムのポテン

シャル評価、環境影響評価を実施。 

【今後の展開】 
• H25年10月に設立した再生可能エネルギー研究セ

ンターの地熱、地中熱チームを中心に、福島県

から国際的研究拠点化を目指す。 
• 東北地方で地熱貯留層性能向上実験を実施。 

• 対象地域の社会的特性、地下の地質や地下水環

境等を勘案した最適地熱システム設計や、社会

への実装法についての研究を進める。 

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） 

クローズド式 
地中熱システムの 
平野別適地マップ 

熊本平野の水文環境図 （例：地下水位を等高線で図示。） 



航空レーザ計測DEM（数値標高モデル）による諏訪湖周辺の
鳥瞰図。地震の連動性を明らかにするために、DEMと層序に
基づく地形地質調査によって変位量の空間分布を抽出。 

活断層評価及び災害予測手法の高度化 ３－（１）－① 

【中期計画における目標と期待される成果】 

・陸域及び沿岸海域の活断層について古地震調査を実
施し、調査結果をデータベース化。 
・活断層の物理モデルの原型を提示。 

・活断層運動による地盤変形を予測するための調査手法
とシミュレーション手法の提案および地盤変形評価図の
作成。 

・地震の規模と発生時期の予測、地震発生時の災害予
測の高度化。 

【平成25年度実績】 
・陸域と沿岸海域の主要な計9断層帯について、分布形

状や活動履歴に関する詳細な調査を実施。  
・トルコの北アナトリア断層系と糸魚川-静岡構造線活断

層系（糸静線活断層系）について累積地震変位量の復元

を行い地震時変位量を指標とした連動評価手法を構築。 

【平成25年度計画】 
・将来の活動確率や地震規模が明らかにされていない陸

域及び沿岸海域の活断層において調査を実施。 
・国内外のモデルフィールドにおいて、地震時変位量を指

標とした地震の連動性評価手法確立のため、古地震調

査を実施。 

【今後の展開】 
・活動確率や地震規模が十分に明らかにされていない陸

域及び沿岸海域の活断層の調査を引き続き実施する。  
・構築した地震時変位量を指標とした連動性評価手法を

検証するため、東アナトリア断層系・糸静線活断層系に

おいて追加の古地震調査を実施する。 

諏訪湖セグメント境界 諏訪湖 

変位量調査により、8～9世紀の活動では諏訪湖を境に別々の地震（M7.6とM7.2）

が起きたことが明らかになった。現在想定されている糸静線活断層系の最大地震
発生規模（M8.0)は過大な見積もりである可能性を示している。 

赤線：諏訪湖東岸を通過する糸静線活断層系の活断層 
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東南海・南海地震を対象とした地下水観測 

【中期計画における目標と期待される成果】 

・東南海・南海地震を対象とした地下水等総合観測施
設を整備し、既存の観測データと統合して解析を進め、
駿河トラフ・南海トラフで発生する東海・東南海・南海
地震の短期予測システムを構築する。 

３－（１）－② 

三重県の津市にある津安濃地下水等総合観測点で確認された短期的SSEに同期して変化した水圧変化
。          Kitagawa & Koizumi (2013) Geophys.Res.Lett., 40, 6079-6083. 

【平成25年度計画】 

・引き続き前兆的地下水位変化検出システムを運用。

産総研・防災科研・気象庁データの統合解析による、

ゆっくり地震（SSE）と低周波微動の解析結果を公開。 
・歪データによる短期的SSEの自動検出手法の開発。 

【平成25年度実績】 
・前兆的地下水位変化検出システムの運用。産総研・防災科

研・気象庁データの統合解析を継続し、短期的SSEと微動の

解析結果を公開。各種委員会にデータを提供。 
・歪計・傾斜計・地下水データを統合解析することで短期的ス
ロースリップ検出能力を広範囲で向上させた。 
・短期的SSEの自動検出手法を開発し、システム実装の仕様
を決定。 

【今後の展開】 
・引き続き前兆的地下水位変化検出システムを運用。 
・短期的SSE発生域の平均すべり速度分布を求め、同分布の

表示システムを実装。 
・東海地域の水準測量データ等の解析により固着等の時空間

変化を1980年代まで遡って推定。深部低周波微動の発震機

構解の解析を継続し、同震源の移動との関係を明らかにする。 

歪計・傾斜計・地下水データの統合解析に
より、広範囲で短期的スロースリップ検出能
力を向上させることができた 

巨大地震発生域 

短期的SSEに伴う低 
周波微動の検出能力
を向上 

プレートの 
沈み込み 

方向 

観測井 

安定すべり域 

ゆっくり滑り発生域 

地下水位・水圧変化
のモニタリングによ
り、短期的ゆっくり地
震(SSE)を世界で初
めて検出。 



別表３ 計量の標準(計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の確保) 

I-1 新たな国家計量標準の整備 

I-3 法定計量業務の実施と関連する工業標準化の推進 

I-2 国家計量標準の高度化 

I-5 計量の教習と人材の育成 

I-4 国際計量標準への貢献 

計量トレーサビリティ 
体系の高度化・合理化 

産業現場計測器の 
信頼性評価に必要な計量標準 産業の国際展開を 

支える計量標準 

グリーン・イノベーション 
の実現を支える計量標準 

ライフ・イノベーション 
の実現を支える計量標準 

75 80 85 90 95 100 105 1122

23

24

Frequency [GHz]

G
ai

n 
[d

B
i]

 校正結果
 拡張不確かさ （k = 2)

国内唯一の研修センターで 
計量技術者を育成 
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計量標準の整備計画 標準整備計画 

整備計画に基づく物理標準と標準
物質の供給(H21年度末：549) 

的確な既存標準供給の継続と高度化、 
新しい戦略的な標準の開発 

国
家

計
量

標
準

の
数

 

【中期計画における目標と期待される成果】 
 国家計量標準を維持管理し、JCSS（計量法に基づく校正

事業者登録制度）や依頼試験に基づく校正サービス、標準

物質等の供給を行う。また、ISO/IEC17025等校正業務の

管理に関する国際規格に適合する品質システムを構築、

運用し、品質システムに則した標準供給を行う。国際相互

承 認 に 係 る 技 術 能 力 （ Calibration and Measurement 
Capability: CMC）の登録の維持、追加申請（国際基準へ

の適合性確保）に必要となるピアレビューを実施し、国際

比較（基幹比較、補完比較、多国間比較、二国間比較等）

へ参加する。 

【平成25年度計画】 
ISO/IEC 17025に適合するマネジメントシステムのもと、

国家計量標準を維持し、校正サービスを実施する。また、

ISO/IEC 17025およびISO Guide 34に適合した標準物質

の供給を行う。また、校正サービス、標準物質のうち、主

要な品目に関して、国際相互承認に係る技術能力

（Calibration and Measurement Capability: CMC）の登録

を維持するとともに、必要な追加申請を行う。国際相互

承認登録のため、ピアレビューおよび品質管理システム

に関する認定審査を受けるとともに、必要な国際比較に

参加する。 

【平成25年度実績】 
・ISO/IEC 17025に適合する品質管理システムのもと、国

家計量標準を維持し、校正サービスを実施するとともに、

ISO/IEC 17025およびISO Guide 34に適合した標準物質

の供給を行った。既存の国際相互承認に係るCMC登録

に加え、追加申請を行うため、測温分野、化学分野、質

量及び関連量分野、長さ分野、放射線分野、電磁気分野

においてピアレビューおよび品質管理システムに関する

認定審査を受けた。また、新たに19件の必要な国際比較

に参加した。 

国家計量標準整備に関する実績と戦略 

549 553 558 570 

実績 
594 
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省エネルギー技術の開発と利用に資する計量標準 
【中期計画における目標と期待される成果】 
運輸システム、オフィス、住宅、ビル、工場等における

省エネルギー技術開発に必要な高周波電気標準、   
光放射標準、熱流密度標準等について、新たに７種類

の標準を開発、整備し、供給を開始する。 

【平成25年度計画】 
24年度開発を完了した75 GHz～110 GHz用Wバンドホー

ンアンテナ利得標準の供給を開始し、校正を実施する。

18 GHz～26.5 GHz帯任意周波数ホーンアンテナ利得標

準開発を完了すると共に、26.5 GHz～40 GHz用ホーンア

ンテナ利得標準開発を継続して進める。GHｚ帯域アンテ

ナパターン標準開発、50 GHz～110 GHzのレーダ散乱断

面積(RCS)標準の供給に向けた調査検討を継続する。 

【平成25年度実績】 
24年度開発完了した75 GHz～110 GHz用Wバンド

ホーンアンテナ利得標準の供給を開始し、依頼試験

による校正を実施した。18 GHz～26.5 GHz帯任意周

波数ホーンアンテナ利得標準開発を完了した。   

1 GHz～110 GHzの周波数帯域での各種実用アンテ

ナのパターン計測技術開発を共同研究等により実

施した。50 GHz～110 GHzのレーダ散乱断面積

(RCS)標準の供給に向けた調査検討を進め、標準

ターゲット評価技術の確立を引き続き実施した。 

１－（１）－② 

【今後の展開】 
自動車用ミリ波レーダーでの利用を目的として、まず

は76 GHz帯のレーダ散乱断面積（RCS）標準開発を

継続して実施する。また、光マイクロ波変換技術を用

いたアンテナ計測システムの周波数拡張（ >110 
GHz）についての研究を継続して実施する。1 GHz~ 
110 GHzのアンテナ利得標準、アンテナパターン標準

校正サービス開始に向けた研究を継続する。 

76 GHz帯レーダ散乱断面積(RCS)標準 
1GHz~40GHz 用 

アンテナパターン測定装置 
50 GHz～ 110 GHz用 

アンテナパターン測定装置 

被測定アンテナ 

受信用 
光電界プローブ 

被測定アンテナ 

コーナーリフレクタ 
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バイオマス資源の利用技術に資する計量標準 １－（１）－③ 

【中期計画における目標と期待される成果】 
・バイオガソリン、バイオディーゼル等、バイオマ

ス資源の品質管理、成分分析、安定性評価等利

用技術に必要となる標準物質について、新たに

５種類開発、整備し、供給を開始する。 

【平成25年度計画】 
・H26年度における、流量の下限0.00005m3/hへの

引き下げに向けて、石油微小流量の標準設備を開

発し、性能確認および不確かさ解析を進める。 

【平成25年度実績】 
・石油微小流量の標準設備を製作し、H25年度計画で目標と

する流量の下限の0.00005 m3/hにおいて、流量並びに液温

が安定な状態で動作することを確認し、不確かさ解析に必要

なデータの取得に着手した。H26年度における、流量の下限

の0.00005 m3/hへの引き下げに向けて準備が整った。 

【今後の展開】 
現在の石油小流量の依頼試験の下限0.001 m3/hを0.00005 
m3/hへ引き下げる。 

図１ 開発した石油小流量標準の適用範囲  
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図2 石油小流量標準設備の現状  
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医療の信頼性確保に資する計量標準 １－（２）－① 

【中期計画における目標と期待される成果】 
医療の信頼性確保のため、超音波診断装置、放射線治療機器等の先進医療機器の開発、利用に必要な超音波標準、

放射線標準等について、新たに４種類の標準を開発、整備し、供給を開始する。また、医療現場における医療診断、  
臨床検査に不可欠な標準物質について、新たに４種類開発、整備し、供給を開始する。 

【平成25年度計画】 
放射線を利用した医療の信頼性確保の分野では、

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するとともに、オ

ーストラリアとの２国間の国際比較を実施する。マン

モグラフィX線標準について、W/Rh、W/Agの線質に

ついて標準を確立する。治療用密封小線源標準に

ついて、Ru-106小線源からのβ線水吸収線量を評

価する標準器を完成させ、線量の不確かさの評価を

行う。 

【平成25年度実績】 
・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。 
・マンモグラフィX線標準について、W/Rh、W/Ag、W/Alの線

質について標準を確立した。 
・治療用密封小線源標準について、Ru-106小線源からのβ 

線水吸収線量を評価する標準器を完成させた。線量評価の

不確かさは6.5%と見積もった。 
 
【今後の展開】 
・医療用リニアックからの高エネルギー電子線標準につい

て、第４期整備に向けて電子線用のグラファイトカロリメータ

を完成させる。 

・治療用密封小線源標準について、Ir-192小線源からのガ

ンマ線線量標準を開発する。 

・粒子線治療における線量評価を検討する。 
図1 医療用リニアックと校正用ファントム 

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
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食品の安全性確保に資する標準物質 １－（２）－② 

【中期計画における目標と期待される成果】 
食品の安全性確保及び食品に係る各種法規制、国際規格（食品衛生法、薬事法、米国FDA規制、国際食品規格

（コーデックス規格）等）に対応するため、基準検査項目の分析に必要となる標準物質について、新たに４種類開発、

整備し、供給を開始する。 

【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、基準検査項目の分析に必要となる

標準物質について、平成25年度には1種類1物質を開

発し、品質システムの技術部分を構築する。また、既

存認証標準物質の安定性を評価し、適切な維持、管

理と供給を行うとともに、開発済みの標準物質に関し、

ピアレビューを受ける。さらに、玄米中の微量元素分

析に関する技能試験(3年計画の3年目)および玄米中

の残留農薬分析に関する技能試験を企画・実施する。 

【平成25年度実績】 
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、基準検査項目の分析に必要とな

る標準物質について、1種類1物質（ひ素化合物・微量

元素分析用玄米粉末標準物質）を開発し、品質シス

テムの技術部分を構築した。また、既存認証標準物

質の安定性を評価し、適切な維持、管理と供給を行う

とともに、開発済みの標準物質に関し、ピアレビュー

を受けた。玄米中の微量元素分析に関する技能試験

（国内およびタイ）および玄米中の残留農薬分析に関

する技能試験を各々企画・実施した。 

【今後の展開】 
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、基準検査項目の分析に必要となる標準物質

について、2種類2物質を開発し、品質システムの技術部分

を構築する。玄麦中の残留農薬分析に関する技能試験を

企画・実施する。微量元素分析に関する技能試験につい

て、外部機関と連携した技能試験提供体制の構築と海外

実施について企画する。 

 図1 分析値の信頼性を支える技術・認証 
標準物質・技能向上支援プログラムの供給 

分析値の信頼性 

①精確な 
分析技術 

③分析技能向上 
支援プログラム 

（技能試験・ 
技能講習会） 

②認証 
標準物質 

食品の安全性確保 
安全な国民生活の実現 

正確なリスク管理 
規制への対応 
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ナノデバイス、ナノ材料の開発と利用に資する計量標準 
【中期計画における目標と期待される成果】 
ナノデバイス、ナノ材料の技術開発と利用に資する計量 
標準として、ナノスケールの半導体デバイス製造に不可
欠な線幅標準、ナノ粒子の機能及び特性評価やナノ  
粒子生産現場の環境モニタリングのための粒径標準、
ナノ機能材料の分析、評価に必要な標準物質等につい
て、新たに１０種類の標準を開発、整備し、供給を開始
する。 
【平成25年度計画】 
パターン線幅の校正の不確かさを評価するとともに国
際比較への参加などを通して技術の妥当性の検証を行
う。ナノメートル粗さの各種測定法に対応できる校正技
術の開発を進める。X線CTを用いた寸法計測の精度低

下要因を整理し、補正可能かどうかを検討する。角度測
定を利用した表面形状計測技術の最適化を進め、標準
供給を視野に入れた不確かさ評価を進める。 
【平成25年度実績】 
パターン線幅についてはAFM探針先端形状の評価作業

を進めると共に校正手順の最適化を行い、国際比較の
準備を完了した。AFMを用いた表面粗さ測定の JIS 
R1683に整合した手順の検討を行い、不確かさ見積り作
業を進めた。X線CTによる寸法計測技術の開発ではJIS 
B7442制定を達成し、倍率誤差の解析および補正技術
の検討を行ない10 µm以下の測定誤差となる効果を実

験的に検証した。角度測定を利用した表面形状計測技
術の開発では、最適化及び不確かさの評価を行い、10 
nm以下の測定不確かさを達成した。 

【今後の展開】 
測長AFMによるパターン線幅、およびナノメートル粗

さの校正における不確かさ見積を完了し、標準供給を
開始する。X線CTについては高エネルギーCTの開発

推進、寸法校正技術における主要な系統誤差の補正
等の検討を進め、不確かさ見積りに関する技術的知
見を蓄積しつつ国際標準化への貢献を図る。角度測
定を利用した表面形状計測技術を用いた平面度の標
準供給を開始する。 

1－（3）－② 

10 nm 

330 
nm 

側壁粗さ 
プロファイル 

10 µm以下の測定誤差を実現 

4 µm極小Ｘ線源 
→最小2 µm分解能 

垂直側壁も測定可能な
高精度・3D-AFM 

開発した計測用X線CT 
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産業現場計測器の信頼性確保に資する計量標準 ２－（２）－② 

【中期計画における目標と期待される成果】 
産業現場計測器の信頼性を確保するため、品質管理、    
認証、認定等に必要となる計量標準として、５０種類の標準

について供給範囲の拡張、技術移転等を行う。 

【平成25年度計画】 
低温領域では、震災被害で停止している0.65 Kから24 K
までの標準供給を再開すると共に、同温度範囲での校正

対象を白金コバルト抵抗温度計に拡大する。高温領域の

接触式温度計では、 1492 ℃の共晶点セルを用いて高温

用熱電対を校正する依頼試験を開始する。高温領域の放

射温度では、SIトレーサブルな光検出器を上位標準とした、

放射温度計の絶対感度校正システムの不確かさの低減

を図る。 

【平成25年度実績】 
低温領域では、震災被害で停止していた0.65 Kから24 K
までの標準供給を再開すると共に、同温度範囲での校

正対象を白金コバルト抵抗温度計に拡大した。高温領

域の接触式温度計では、第2期計量標準整備計画に

1600 ℃におけるR熱電対校正が盛り込まれたことを受

けて計画を見直し、必要となる1324 ℃でのR熱電対校正

を開始した。高温領域の放射温度では、放射温度計の

絶対感度校正システムにおける不確かさを低減した。 

【今後の展開】 
0.65 K以下の極低温抵抗温度計標準供給を行う

装置を立ち上げ、依頼試験を開始する。高温領域

の放射温度では、上位標準器となる光検出器にト

レーサブルな放射温度計の絶対校正を行い、銅の

凝固点の熱力学温度測定を実現する。 

図1. 黒体放射測定による熱力学温度値決定 

極低温放射計 

シリコントラップ検出器 

電力(W) 

光パワー(W) 

応答度(A/W) 

SI単位、基礎物理定数 

放射温度計 

熱力学温度 (K) 

分光放射輝度応答度 

黒体放射源 

絶対分光感度校正システム 
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計量トレーサビリティ体系の高度化、合理化 ２－（５）-① 

【中期計画における目標と期待される成果】 
産業現場やサービス産業への計量トレーサビリティの普

及を図るため、校正のコスト低減や効率性向上に必要な

技術を自ら開発又は業界との連携の下で開発を行うとと

もに、開発した技術を適用した校正等を実施する。新たな

供給方法として、産業現場で直接校正可能な技術等の開

発を行い、トレーサビリティ体系の合理化を図る。 
【平成25年度計画】 
・NMIJにトレーサブルな標準物質の供給に関しては、24
年度に引き続き産総研依頼試験による純度校正サービス

の範囲を拡大し、これまでと合わせて200物質以上の校正

サービスを行う。また、核磁気共鳴法による有機化合物

の校正技術に関しては、リンに関して、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。 

【平成25年度実績】 
NMIJにトレーサブルな標準物質の供給に関しては、これ

まで整備を行ってきた農薬類標準物質のロット更新への

対応として73件の校正証明書を発行した。一方、範囲の

拡大として、アミノ酸類やビタミンなど健康関連分野への

対応を図り、当該分野を中心に新たに18物質の純度校正

を可能にし、依頼試験による純度校正サービスの対象物

質をこれまでと合わせて169物質に拡充した。また、核磁

気共鳴法による有機化合物の校正技術に関しては、需要

の観点からフッ素を優先して基準物質の開発を行った。 
【今後の展開】 
化学計量トレーサビリティ体系の高度化に関する研究に

関しては、25年度に引き続き産総研依頼試験による純度

校正サービスの範囲を拡大し、これまでと合わせて200物

質以上の校正サービスを行う。 
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図２ 産総研依頼試験による標準物質の整備状況 

目盛付け 

標準物質A 標準物質B 標準物質C 

国家標準（1H信号の基準物質） 

校正（値付け） 

NMR 1H（水素） 

水素原子を“物差し” とした
分子構造に依存しない校正
技術であり、値付けを行う標
準物質毎の国家標準を必
要としない 

図１ 定量NMR法による有機化合物の校正技術（水素の例） 

標
準
物
質
数 
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次世代計量標準の開発（１/２） 4－（1）-① 

【中期計画における目標と期待される成果】 
国際計量標準の構築において我が国の優位性を発揮するため、秒の定義やキログラムの定義等を改定する革新的な

計量標準の開発を世界に先駆けて行う。その成果を国際度量衡委員会(CIPM)、同諮問委員会、作業部会等を通して  
国際計量標準に反映させる。また、環境、医療、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、エネルギー関連等の先端産業  
技術を支援する戦略的な計量標準に関しては、先進国の計量標準研究所との競争と協調の下に効率的に開発を進める。 

【平成25年度計画】 
新たな光学部品および高精度測温ブリッジなどを用

い、レーザー干渉計による球体体積測定精度を

2×10-8にまで高める。分光エリプソメーターによる

球体全面にわたる表面酸化膜厚さ測定および放射

光を利用した結晶の格子面間隔の分布測定の準備

を整える。これらの測定装置により、アボガドロ国際

プロジェクトで製作したシリコン28同位体濃縮結晶

球体の体積および球体表面酸化膜厚さを測定する。

さらにシリコン28同位体濃縮結晶の格子面間隔の

分布測定を行う。これらの結果を基に、 2×10-8の相

対不確かさでのアボガドロ定数決定を目指す。 

【平成25年度実績】 
球体体積評価用レーザー干渉計の精度を2×10-8に高めた。分

光エリプソメーターによる表面酸化膜厚さ測定および放射光によ

る結晶の格子面間隔分布測定の準備を整えた。アボガドロ定数

を2×10-8の精度で決定するために必須であったシリコン28同位

体濃縮結晶球体を真球に近づけるための特殊な研磨が完了し

たが、極めて難易度の高い研磨のため予想以上に時間がか

かった。このためヨーロッパのアボガドロ国際プロジェクト参加研

究機関でのシリコン28同位体濃縮結晶球体を用いた測定が開始

されたが、産総研での測定には至らなかった。 

【今後の展開】 
シリコン28同位体濃縮球体を国際度量衡局（フランス）から産総

研に輸送し、その体積および球体表面酸化膜厚さを測定する。

また、シリコン28同位体濃縮結晶の格子面間隔の分布測定を行

う。これらの結果をアボガドロ国際プロジェクト参加研究機関で測

定される格子定数、モル質量測定結果と合わせて、アボガドロ定

数を2×10-8の世界最高精度で決定する。 

 シリコン28同位体濃縮結晶の持ち回り測定 
 産総研での測定は平成26年度前半 
 アボガドロ定数を平成26年度中に2×10-8の世界最高精度で決定 



次世代計量標準の開発（２/２） 
【中期計画における目標と期待される成果】 
 国際計量標準の構築において我が国の優位性を発揮

するため、秒の定義やキログラムの定義等を改定する

革新的な計量標準の開発を世界に先駆けて行う。 その

成果を国際度量衡委員会(CIPM)、同諮問委員会、作

業部会等を通して国際計量標準に反映させる。また、

先端産業技術を支援する戦略的な計量標準に関して

は、先進国の計量標準研究所との競争と協調の下に効

率的に開発を進める。 

【平成25年度計画】 
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 µm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。 

【平成25年度実績】 
Yb及びSr光格子時計の周波数の同時測定を行い、両時

計の周波数比をマイクロ波周波数標準の不確かさを超

える精度で測定した。その結果、Yb及びSrの時計遷移周

波数比を1.5e-15の不確かさで決定した。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 μmのレー

ザを高フィネス光共振器に周波数安定化し、線幅狭窄及

び周波数安定化を行った。 

【今後の展開】 
Sr光格子時計の周波数不確かさ評価を行い、その絶対周

波数を決定する。 

4－（1）-① 

Sr Sr光格子時計 
の超高真空装置 

Yb 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 
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