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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パワーデバイス太陽光パネル屋外暴露試験

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

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

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

産総研は世界で認可された4校正機関の一つ

【平成24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24年度実績】

・基準セル校正技術、新型太陽電池評価技術、および太陽電池

実効性能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、発電量評価および発電量予測技術開発を推進。

・産業界等からの基準セル校正2件、性能評価約80件を実施。

【今後の展開】

・基準セル校正技術の不確かさ低減、新型太陽電池実効性能

評価技術の確立に向けた取り組みを推進。

・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、長期信頼性に関わる評価技術を加速推進。

加熱装置

ラバーヒーター

太陽電池モジュール分光感度測定技術
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太陽光発電の長寿命化及び高信頼性化

【平成24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。

・太陽電池モジュールの劣化状況の可視化や劣化要

因の明確化が可能なテストモジュールを開発する。

【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24年度実績】

・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。この結果により、モジュールの信頼性向上に資

する部材の設計指針が明確化された。

・封止材にアイオノマーを用いることで、市場で大きな問題

となっている電圧誘起劣化を解消できることを示した。

【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）標準型ならびにアイオノマー導入型テストモジュール

における電圧誘起劣化試験前後の太陽電池特性

セル

EVA

EVA

アイオノマー

アイオノマー導入型

標準型

電圧 (V)

アイオノマー 導入型

標準型
試験後

試験前
試験後

電
流

(A
)

バックシート

ガラス

セル

EVA

EVA
バックシート

ガラス
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太陽光発電の高効率化 １－（１）－③
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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
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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24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24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。
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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 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 バイオジェット燃料

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24年度計画】

・バイオエタノール一貫プロセスのパイロットスケールに

おける実証において、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。

・BTLトータルプロセスにおいて、一貫プロセスにおける

エネルギー収支2.0を目指して、触媒の開発、BTLプロ

セスの高効率化検討を行う。

【平成24年度実績】

・バイオエタノール製造プロセスにおいて、実用化プロ

セスのシミュレーションを行ない、目標のエネルギー収

支2.0を超えることを確認した。

・BTLトータルプロセスにおいてフィッシャー・トロプシュ

（FT）合成触媒の開発、水素化分解・異性化反応触媒

の探索研究を行った。

【今後の展開】

・BTLプロセスにおいて、高反応効率の触媒の開発、

水素化分解・異性化反応触媒の開発を行い、BTLプ

ロセスのシミュレーションによってエネルギー収支2.0
を達成するためのストラテジーを明らかにする。

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
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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

6c
m 8c

m

9c
m

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24年度計画】

・ SiC新結晶成長法による結晶厚膜化（1mm）、ウエハ

加工一貫工程の最適化を検討する。

・ 3kV超のSiC-MOSFET、10kV-20AのSiC-PiNダイ

オードを実現する。SiC量産試作素子の特性改善を進

め、応用研究促進のための供給を行う。

【平成24年度実績】

・ 溶液法で2インチ径1cm厚級のSiC結晶を得た。3イン

チ径の加工一貫工程の検証から、24h以内の6インチ

径工程完了に目途をつけた。

・ SiCの3kV超MOSFET、13kV-20A PiNダイオード、

10kV超IGBTを実現した。1.2kV-10A級SiC-MOSFET
の閾値電圧変動抑制に成功、量産レシピを完成し、応

用研究促進に向け供給を開始した。

【今後の展開】

・溶液法による1cm厚以上のSiC結晶の安定的製造。

・SiC-MOSFET（3kV超、15mΩcm2 以下）、SiC-IGBT
（13kV-20A級）の実現。

・SiCパワーモジュール用の耐高温（225℃以上）受動

素子接合技術の開発。
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【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24年度実績】

・正極は初期放電容量251mAh/g、20サイクル後の容量維

持率88%を示す遷移金属組成比・Fe価数制御法を開発。

・Si系負極用に新たな電極化助剤を開発し、3000mAh/gの

初期容量と300サイクル後の容量維持率50%を実現。

・電解液としてイオン液体、空気極としてゲルを用いて、安
全で安定した動作をするリチウム－空気電池を作製し、世
界で初めて、空気中で安定な充放電を実現した。
・世界で初めて、無機材料のみで全固体型リチウム-空気
電池を構築し、充放電作動することを確認した。

２－（１）－①

【今後の展開】

・正極材料の初期充放電効率及び負極材料の容量維持

率のいずれも80%以上に向上させるとともに、濫用時に

おける電池の安全性の格段の向上を図る。

・ハイブリット電解質を利用した二次電池の開発と共に、

新規リチウム-空気電池に使える安価な新型触媒の開発、

全固体型リチウム-空気電池の構築などを検討する。

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24年度計画】

・正極は Fe、Mn、Ti等の組成比及び価数制御により初期

容量250mAh/g、20サイクル後の容量維持率80%を目指す。

・負極は3000mAh/gの高容量(現状黒鉛の10倍)と300サイ

クル後の容量維持率50%を実現する電極調製法の開発。

・ハイブリット電解質を利用したリチウム-空気電池の開発、

全固体型リチウム-空気電池の構築を検討する。
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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24年度計画】

・「その場」中性子回折実験、放射光X線を活用した水素

吸蔵および放出時の構造変化の詳細を局所構造の観点

から解析。

・陽電子消滅、核磁気共鳴等の手法を用いた解析を実施。

・V系材料、Mg系材料などの水素貯蔵特性と反応機構の

相関の解明をさらに進める。

【平成24年度実績】

・劣化を抑制し繰り返し特性を向上させる添加元素の

効果について、格子欠陥の導入の抑制が1つの要因

であることを見出した。

・水素吸蔵、放出過程の連続的な構造変化の観測で

は、合金相から1水素化物相への変化を捉え、貯蔵

量増加の方策への手がかりを得た。

２－（１）－②

【今後の展開】

・V系材料に関し、 繰り返し特性向上に関わる因子を

解明。

・Mg系材料では、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。

Mg系材料の試作装置と得られたファイバー状試料

7重量%, 100 g/リットル級の材料を試作（mgレベル）

10mm

材料の体積貯蔵密度と原料コスト*の比較

La
-N

i系

Ti
-F

e系

Ti
-M

n系

Ti
-V

系

0.9
10

気
圧

の
水

素
ガ

ス

*) 1kgのH2を貯蔵するのに必要な貯蔵材料の原料コスト

50 g-H2 / L

原
料

コ
ス

ト
(千

円
/ k

g-
H

2)



15

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

メント技術の開発。

・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24年度計画】

・柱上変圧器下流の複数住宅を対象とする、太陽光

発電、太陽熱温水器、ヒートポンプ等から構成される

住宅用エネルギーネットワークの統合マネジメント実

験を実施する。実験結果を解析し、システム評価手

法の確立等に取り組む。

【平成24年度実績】

・複数住宅を対象とした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着手し、温水需要の少ない

夏期における省エネルギー効果を検証。

・太陽光発電による電圧上昇に関する実験に着手し、

実験設備における太陽光発電逆潮流による配電線電

圧上昇を確認。

・これまでの開発技術によるCO2削減効果は約8%（シ

ミュレーションによる評価）。

２－（２）－①

【今後の展開】

・複数住宅を対象とする、住宅エネルギーネットワー

クの統合マネジメント実験を行い、各季節での省エネ

ルギー効果を検証。

・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、システム全体の早期社会導入

を目指して、需要家の経済性について評価。

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



燃料利用率の向上
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【中期計画における目標と期待される成果】

・ 燃料電池の耐久性と信頼性の向上に資する基盤技術開発。

・ SOFCにおいて、ppmレベルの不純物による劣化現象・機構

の解明と対策技術の開発。

・ SOFCの燃料利用率を90%以上まで向上させる技術開発。

・ PEFCの白金使用量を現状の1/10に低減できる電極材料技

術の開発。

【平成24年度計画】

・耐久試験した試料に含まれる不純物濃度と劣化要因の関

連性、劣化機構解明し、劣化対策案を提示。

・チタン酸化物系担体への担持Pt粒子の微細化を進め、市

販Pt/C触媒と同等の活性比表面積を目指す。

【平成24年度実績】

・SOFC開発会社4社で耐久試験されたセルスタックの劣化

要因分析、劣化メカニズム解明を行い、劣化率10%/40000h
以下を達成する目処をつけた。

・Cr、Sなどの不純物と空気極、電解質との劣化反応機構を

解明し、劣化寿命予測のための基礎データを提供。

・空気極/電解質界面での酸素イオンの流れ、分布の可視

化に成功し、劣化要因を解明。

・チタン酸化物系担体上に直径約2nmのPt粒子を担持し、

市販Pt/C触媒と同等の活性比表面積を実現した。

２－（２）－②

【今後の展開】

・劣化率10%/90000h達成のため迅速劣化評価手法を検討

・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。

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

燃料電池による高効率エネルギー利用技術の開発
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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24年度計画】

・不揮発メモリ・スピンRAMの高速化を目指して、
これまでに全く実現されていない、300 emu/cc以
下の超低飽和磁化と5 Merg/cc以上の高磁気異
方性を両立する垂直磁化薄膜の開発を行う。さら
に、この新材料を用いた垂直磁化MTJを開発し、
１ナノ秒以下の高速書き込み技術を開発する。

【平成24年度実績】

・ピンRAMの高速化のため、記憶層となる垂直磁化膜の

開発を行い、SRAM代替を可能にする磁気異方性１

Merg/ccを維持しつつ、飽和磁化を600 mu/ccから300
emu/ccに低減することに成功した。この垂直磁化膜にお

ける磁化の歳差運動の特性周波数は数GHz以上であり、

この材料において1ナノ秒以下の高速スピントルク磁化

反転が可能であることが確認された。

【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

垂直磁化材料の飽和磁化の低減

従来材料

新開発材料(1)
新開発材料(2)
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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プロセスの基盤技術開発。
・高効率化により、石炭使用量、CO2排出の低減に貢献。

【平成24年度計画】
・ダウナー形式の迅速熱分解炉を併設した2塔循環式連

続石炭ガス化装置により、石炭の連続ガス化実験を行い、
その最適運転条件を明らかにする。

大型コールドモデルによる流動解析では、さらなる高循
環量に挑戦すると共に、高循環量と共に粒子濃度も大き
くなる条件を明らかにする。

【平成24年度実績】
・2塔循環式連続石炭ガス化装置により、6時間以上の連続
ガス化実験を実施。
・ガス化温度850℃、（水蒸気/炭素）モル比1.5の条件で、ガ
ス化効率63%を達成。
・大型コールドモデルによる実験では、500kg/m2s以上、粒子
率2%を達成し、高濃度と高循環速度を両立。

３－（２）－②

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

【今後の展開】
・実機規模の2塔循環式石炭ガス化装置におけるガス化効率、
ガス化炉必要容積、冷ガス効率等を予測する。
・粒子循環メカニズムを明らかにし、設計および運転法を示す。
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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

平坦表面LEDとリッジ構造LEDの発光イメージの比較

【平成24年度計画】

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関しては、将来素

子の量産化をにらみ1～2nmのギャップ幅でナノギャップ

を大量生産できるプロセスの実現を目指す。

・AlGaInP系発光ダイオードについて選択成長リッジデ

バイスの発光効率を向上させるとともに、より高い発光

効率が期待できる薄膜デバイスの試作を行う。

【平成24年度実績】

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関しては、原子

層堆積法による金属/犠牲層/金属積層構造から犠

牲層エッチングを行う方法、及び金属蒸着中の電界

破断による方法を実現した。

・AlGaInP系発光ダイオードについては、光取出し面に

微小リッジ構造、裏面に銀ミラーを備える薄膜型赤色

LEDを試作し、光取出し効率40～50%を達成した。また、

黄色LEDに必要な結晶成長技術を開発した。

【今後の展開】

・素子としての特徴を追求するため、高温環境下など

耐環境メモリとしての特性追及を行う。

・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。また、ウェハーの熱融着接合プロセスを確

立し、電流拡散効果に優れたITO透明電極を用いて取

出し効率の更なる向上を目指す。

4kbit縦型ナノギャップ
電極不揮発メモリ素子

リッジ構造平坦表面
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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24年度計画】

・スーパーグロース法の実証プラントを運営し、用途開

発企業に試料を提供する。

・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、さらなる基盤技術開発を

行う。大型カラムを用い、1g/dayの処理量を可能とする

分離条件を確立する。

・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。

【平成24年度実績】

・スーパーグロース法の実証プラントを運営し、用途開発企

業などに試料を100件以上提供した。

・SWCNTの金属型と半導体型の大量分離技術開発におい

て、2g/dayの処理量が得られる条件を確立した。

・グラフェン透明導電膜の性能が、10mm角以上の領域で

透過率87.5%、シート抵抗500Ω/sq以下(2.9kΩ/層)に向上

した。

【今後の展開】

・ スーパーグロース法の商業プラント上市を実現するため

に、実証プラントを運営し、用途開発企業に試料、分散液、

CNT複合材料を提供する。

・カラムの大型化によるスループットのさらなる向上のほか、

分離後の大容量のCNT分散液を簡便かつ効率的に濃縮す

る手法を確立する。

・静電容量タッチパネル等への応用を目標に、グラフェン透

明導電フィルムの性能向上を図る。

ナノチューブ、炭素系材料の量産化技術と応用 ４－（２）－①

パイロットプラントと50cm角基板上のSWCNT SWCNTの
半導体・金
属大量分
離パイロッ
トプラント

500 mm

PET基材

コントロール
ユニット

8.5L
カラム分離溶媒

幅30cmのグラフェン
透明導電フィルム



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24年度計画】

・不揮発性抵抗スイッチ効果を示す機能性酸化物薄
膜を、300ミリウェーハ量産に適した手法により形成
するプロセス設計を高度化し、ストレージクラスメモリ
として実用化可能、即ち書換回数100万回に到達す
るプロトタイプRRAMチップアレイの動作実証を行う。

【平成24年度実績】

・不揮発性抵抗スイッチ効果を示す機能性酸化物薄膜
を、300ミリウェーハ量産に適した積層及び加工条件に
おいて、集積化メモリ素子とする技術を開発し、スト
レージクラスメモリとして実用化可能となる、書換回数
100万回に到達するプロトタイプRRAMチップアレイの
動作実証に成功した。

【今後の展開】

・30nm集積化プロセス開発による超低消費電力化と
動作信頼性向上

４－（３）－①

図１ 64 Mビットの RRAMアレイ。
書換回数100万回以上を実証。

図２ 産総研が提唱したRRAM動作モデルを基に、
3種類の金属とそれらの酸化物を積層することで
動作信頼性向上を図る。
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参考文献：応用物理2012年12月号「総合報告」等
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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24年度計画】

・光MODでは、インク溶液、配向成長等を最適化し、

高温電子デバイスやディスプレイ用で50Ω/□の透明

導電膜や透明蛍光体膜を開発する。

・高速オンデマンド微細パターン形成技術として、

レーザ援用IJで2次元描画に取り組む。

【平成24年度実績】

・光MODで、ナノ粒子を用いた原料や光照射プロセス

の改良により、シート抵抗50Ω/□の透明導電膜や

現行安全標識輝度比で1.7倍の薄い蛍光体膜を実現

した。

・レーザー援用IJで、線幅5μm、アスペクト比：1、描

画速度30mm/sec（一昨年度比3倍）の2次元描画を

実現した。

【今後の展開】

・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する。

・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の検討、温

間スピニング技術では、適用材料種を広げ、多自由

度オンデマンド成形技術の基礎検討を行う。

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
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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】

・製造プロセスの低環境負荷化・高効率化のため、

様々な技術の開発、融合により、コンパクトな化学

プロセスの実現を目指す。

・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23年度計画】

・香料原料として利用されるα-アリルアコールの一種

である１-フェニルエタノールを、有機溶媒を用いず、

従来法に比較して130%以上の反応速度を達成する

触媒系を開発する。

【平成23年度実績】

・アセトフェノンの水素化触媒反応プロセスを開発し、

香料原料として利用される１-フェニルエタノールの生

成を従来法に比較して200%の反応速度で達成。

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】

・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、有機溶媒を用いず従来法に

比較して110%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。



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24年度計画】

・次世代シーケンスによるトランスクリプトーム解析技術

に基き、バイオマス原料として想定される稲わら等の

前処理物を効率的に糖化するバイオマス糖化関連酵

素を環境メタゲノムから検出。

【平成24年度実績】

・結晶性セルロースを用いた集積培養系を確立。

・真核生物由来のmRNAを抽出し、5万以上のcDNAラ

イブラリーを構築。

・ライブラリーを鋳型に結晶性セルロースに対する活

性を持つ蛋白質を検索、47のβ-1,4-グルカナーゼ

の遺伝子の獲得ならびに発現に成功。

【今後の展開】

・新たな微生物由来の有用因子取得を目的として、水

生植物根圏に生息する未知微生物群を探索。

・これらの微生物群の根圏付着特性、水生植物に対す

る生育増進効果ならびに生育促進因子について解析。

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

24



25

【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24年度計画】

・本体サイズ5mm角以内のオフィス環境計測用プロ

トタイプ無線センサ端末を試作するとともに、引き続

き所内クリーンルームおよび100店規模以上の小規

模店舗にて消費エネルギーを10％削減するための

システム技術を開発する。

【平成24年度実績】

・本体5mm角のオフィス環境（温湿度）計測用無線セ

ンサ端末のプロトタイプを試作し、動作を確認した。小

規模店舗1700店舗に無線電力センサシステムを実装

して5%以上の省エネを達成するとともに、所内クリー

ンルームにて夏季消費電力平均値で平成22年度比

約63%の削減を達成した。

ユビキタス電子機械システム技術の開発

無線電力センサネットシステム
店舗内各機器の電力モニタリング

５－（４）－②

無線小型プロトタイプ
MEMS電力センサ

【今後の展開】

・無線センサ端末の感度向上と低コスト製造のための

フレキシブルなMEMSコンポーネント加工技術を開発

する。より大規模な製造現場における省エネのため、

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、小型無線センサチップを試作する。
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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24年度計画】

・有害試薬を用いない水中の全有機炭素分析法を開発

・化学物質の毒性に応じて発光するプローブを開発し、

これを導入した化学物質応答細胞を作成

・検出できる微生物の範囲を拡大し、最適な試料前処

理法を開発

【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24年度実績】

・紫外線照射によって水そのものから生成するOHラジカル

を用いた全有機炭素分析法を開発した。

・従来より約50倍明るい生物発光酵素を組入れたプローブ

を開発し、化学物質応答性をもつ心筋細胞を作成した。

・微生物の適用範囲を真菌に拡張し、前処理法として細胞

をビーズで破砕する条件を明らかにした。

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】

・開発した迅速計測技術の現場での実用性を評価し、

JIS・ISO等の標準化を行う。

・WET規制、生態系影響規制に対して、低コスト、メンテ

ナンスが容易な細胞応答に基づく計測技術を開発する。

・浄化機能をもつ微生物の管理手法として改良を行う。

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

細胞による有害性評価
易メンテナンス計測

標準化
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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24年度計画】

・糖鎖プロファイリングによるiPS/ES細胞の性質、品

質評価技術の開発。

・未分化細胞特異的に反応するレクチン・プローブの

実用化と、本レクチンを用いたキットの製品化。

【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24年度実績】

・未分化マーカー検出プローブ（AiLec-S1）を用いて、移植

用細胞から腫瘍化の原因となる残存iPS細胞を除去。

・AiLec-S1に関連する特許の強化並びに、検出キットの構

築に目途。

・AiLec-S1の結合する未分化マーカーがHタイプ3と呼ば

れるO型糖鎖であることを同定、論文を発表。

【今後の展開】

・未分化性と糖鎖構造変化について検討し幹細胞生物学

における糖鎖機能を解析。

・臨床現場への未分化マーカー検出システムの橋渡し。

・各種間葉系幹細胞の主要な性質（分化指向性、増殖能）

と関連付けられる糖鎖プロファイルの解析。

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

腫瘍化の危険性のない
安全な細胞治療に貢献

AiLec-S1を用いた残存 iPS 細胞除去技術

蛍光を検出して移植用細胞から、
腫瘍形成細胞（iPS細胞）を除去

蛍光標識したAiLec-S1

iPS細胞 純粋な移植用細胞
iPS細胞が残存した
移植用細胞作製

フローサイト
メーター



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24年度計画】

・RNA立体構造予測や抗体のモデリングおよび低分子

化による、核酸医薬、抗体医薬創出基盤技術の開発。

・次世代スーパーコンピュータ「京」を生かしたRNA立

体構造予測計算環境の構築と大量の座標に基

づいた分子動力学計算による化合物結合部位解析。

【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24年度実績】

・RNAの立体構造を粗視化モデルを用いて高精度に予

測する方法を開発

・酵素活性を有する抗体（触媒抗体）の分子設計を支援

（大阪府立大-産総研包括協定）。

・抗体を標的とした医薬品探索を実施し、ヒット化合物を

同定。

・独自で開発したRNA立体構造予測法を「京」に実装。

【今後の展開】

・創薬標的タンパク質の立体構造予測データの提供およ

び「京」を活用した分子動力学計算による構造サンプリ

ング技術の創薬応用。

（創薬支援基盤技術プラットフォーム事業）

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24年度計画】

・IL-6、TNF‐ 、レプチン、アディポネクチン（脂肪細胞由

来の生理活性物質）、高感度CRP（慢性炎症マーカー）

およびインスリンなどの各種アディポカイン検出用マイク

ロ流路型チップの検出反応時間短縮化とマルチ検出系

の構築。

【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24年度実績】

・微細化インクジェットによりマイクロ流路表面へ抗体

を吐出・固定。

・一枚のマイクロチップ基板上に形成した別個のマイ
クロ流路で血中IL-6及びTNF‐ を同時測定。

・測定時間を既存検査法の約1/6に短縮、高感度、

省サンプル化にも成功。

【今後の展開】

・レプチンや高感度CRP、インスリン、他のアディポネ

クチンの定量検出系のオンチップ化の実現。

・複数のアディポネクチン測定を一枚の基板で実現

する、アディポネクチン測定用マイクロチップの構築。

ストレスマーカー解析装置

血圧・体型などの簡便計測

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24年度計画】

・手持ちできる穿刺支援装置の試作。

・手術室-教育ラボ間および手術室内隣接型での遠隔

手術指導症例の蓄積と分析。

・自習システムを試作、医療現場の教育カリキュラムへ

導入するために必要な要素を抽出。

【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24年度実績】

・臨床現場と同等な条件で、穿刺の手応えをフィード

バックする手持ち穿刺支援装置を試作。

・遠隔手術指導システムを改良、高難度症例１例の

指導実験を実施。上級者向け希少症例共有にも有

用であることを確認。

・本研究がシミュレーション教育の新しいパラダイム

と して評価され、国際学会 IMSH2013 にて 2nd Place 

Abstract Award 受賞。

【今後の展開】

・遠隔手術指導症例の蓄積。

・基本手技研修からOJTまでをシームレスに支援する

遠隔手技指導システム/自習システムの構築。

２－（３）－①

31

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

指導者

学習者

遠隔地から指導可能な手術手技研修シ
ステムの実証実験（筑波大附属病院手
術室 - CREILセンター医療技術ラボ間）
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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24年度計画】

・1ボルト程度の低電圧駆動が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。

（伸縮率の目標値5%以上）

・樹脂製ヘッドギア（脳波計）のさらなる小型化と構造の

単純化。

【平成24年度実績】

・アクチュエータの実用化研究を企業と共同で開始。

・伸縮率向上のため、電極支持体中のナノカーボンとイオン

液体の分散状態を改良。

・電荷移動錯体の添加が、直流通電に対する電極の耐久性

を改善することを発見。

・形状変更、充電式脳波計の導入によるヘッドギアの改良。

・脳波解析アルゴリズムの改良、脳内意思解読率の向上。

【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耐久性、応答性、

伸縮性向上の検討およびそのメカニズムの解析。

・医療機器や家電ノイズに対するBMIの耐性向上。

・医療/福祉施設と連携、体系的なモニター実験体制の確立。

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
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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24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) 遠隔見守りシステムにおいて、人の姿勢、運動状
態の識別結果を用いて、歩行、駆け足、転倒、立ち上が
り等の状態変化から生活者の生活パターンを抽出でき
るシステムを実現する。2) 診断支援システムの有用性を
高めるため、病理組織画像を小さな領域に分割して評価
することでがん細胞を含む組織の位置を特定可能とする
アルゴリズムを考案し、ソフトウェアとして実装する。3)高
齢者及び被介護者の行動を把握し適切な支援を行うた
め、カメラやマイクなどのセンサと個体や動線などを抽出
するパターン認識機能を統合した環境センサを開発する。

【平成24年度実績】

1)遠隔見守りシステムにおいて、携帯型センサ情報の

フーリエ解析により、人の姿勢、運動状態を自動的に識
別できるシステムを完成させ、対象ユーザの歩行、駆け
足、転倒、立ち上がり等の時系列変化から、生活パター
ンを抽出できるシステムを実現した。2)病理画像からが

んと疑われる領域を特定するアルゴリズムを考案し、実
装した。明らかな正常と癌を含む224症例に対する検出
を試み、見落とし0%の条件下で過検出率5%以下を達成
した。 3)高齢者等の行動を把握し支援を行うため、行動

認識機能を搭載したセンサを開発した。テーブル等の遮
蔽物がある場合でも室内移動に関して誤差±２０センチ
以内の位置情報を遅滞なく取得できることを確認した。

【今後の展開】

・人の姿勢・運動状態の識別結果から生活者の生活パ
ターンを抽出し、日常生活における見守りシステムを実現
する。病理画像診断手法を適用対象を拡大し、大腸がん
などの診断支援に適用する。施設や住宅における要介護
高齢者や家族のプライバシーや安全を確保しながら、介
護者等へ適切な情報支援を行うセンシングシステムおよ
び支援情報提供プラットフォームを実現する。

３－（１）－②

病理医判断に
よるがん領域

組織標本画像 がんと疑われる領域

領域抽出

比較

検証

音響センサによる状況認識

移動中の人の
位置検出実験

位置情報をオンライン
で記録し可視化
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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24年度計画】

・平成23年度の第三者評価で指摘を受けたロボットのタイプ別

のシミュレーションにおけるシミュレーション要素の数を現在の
100程度から175まで拡充し実装する。ロボットの機能安全の認

証方法について継続して関係各機関と協議して国際標準化提
案につなげる。

【平成24年度実績】

・シミュレーションできるロボットユーザーの数
を2タイプ増やし、使用環境についても1場面増

やすことで、計画通りシミュレーション要素の
数を175に拡充して実装した。機能安全の認証

に要する試験方法について関係各機関と協議
して国際標準原案を作成しISO国内対策委員
会で採択された。

【今後の展開】

・安全なロボット技術を確立することで、ロボッ
ト技術による人間や物の移動や作業を、生活
支援的な側面から企業が事業化する手助けと
なり、そのことで労働力不足が補われ、超高
齢化社会にいち早く対応することが可能となる。
また、高信頼ロボット評価手法などを横展開
することにより、高信頼システムの国際競争力
を強化する。

ロボット安全研究拠点（つくば）

○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

標準化提案機関標準化提案機関

試験研究機関試験研究機関

安全性試験機関安全性試験機関 安全性認証機関安全性認証機関

関連法規・企画
等の調査結果

試験データ提供

試験方法の提案

調査研究機関調査研究機関

３－（２）－①

ダミーを用いた衝突安全性評価試験

対人安全試験装置

静的安定性試験装置 走行耐久性試験装置 電波暗室

機械安全試験装置 電気安全試験装置

ISO TC
182/SC2

全国から生活支援ロボッ
トが持ち込まれる

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）

搭乗型認証ノウハウ
の蓄積

事故・ヒヤリハッ
トDBの蓄積

ISO13482
日本原案
国内承認

→ ISO提案
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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

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24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) 高性能な有機半導体・強

誘電体の印刷プロセス適合性を高めるための材
料開発を行う。2) 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24年度実績】

1) 高溶解性かつ安定で入手の容易なイミダゾール化
合物において、バルクの状態で、高い自発分極（5～
10μC/cm2）を示す強誘電体の開発に成功した。2) 独

自開発した三層構造シリコーンスタンプを用いて、高撥
水性基板上に材料ロスなく半導体層の塗布が可能な
新しい製膜技術（プッシュコート法）の開発に成功した。
3) 電子スピン共鳴による微結晶粒界評価技術とデバ

イスの電気的特性評価技術を組み合わせることにより、
キャリヤ輸送のボトルネックとなる起因を明らかにする
手法の開発に成功した。

【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

印刷適合性に優れた有機強誘電体を開発 有機トランジスタ内の微結晶粒界を評価する技術

NHN NHN NHN

HN NHN NHN N

R

XX

X X

R X X

R

R

XX

XX

R

R

X X
0 kV/cm20-20

5 C/cm2

-5
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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24年度計画】

・シリコンフォトニクス光スイッチの偏波依存性、漏話
特性の改善と電子回路集積を進める。波長選択性ス
イッチの一次試作を行う。光信号の位相、波長、強度
のモニタデバイスの開発に着手する。
・パラメトリック分散補償の自律制御の基盤技術構築、
位相再生技術の基礎検討と高効率光パス多重分離
技術の開発を進める。ノード技術として目指すアーキ
テクチャを想定する光伝送などの特性評価を進める。

【平成24年度実績】

・光スイッチでは、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

計を行った。

・駆動用MOSFETと光スイッチのモノリシック集積に

成功した。波長選択スイッチでは、MEMSを用いて一

次試作を行った。

・モニタデバイスでは、まず位相に着目し、レーザへ

の注入同期による位相検出を実証した。

・パラメトリック分散補償器の装置化を行い、位相感

応性増幅による位相再生の低雑音化に成功した。高

効率光パス多重分離技術では位相感応増幅による

QPSK信号のBPSK信号への分離に成功した。

・以上の技術を総合して、目指すアーキテクチャを想

定した光伝送特性の評価を進めた。

【今後の展開】

・平成26年度の光

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。

１－（１）－③

駆動回路をモノリシック集
積した光スイッチ

パラメトリック位相感応性増幅を用
いた位相雑音除去。
除去前のDPSK信号コンスタレー
ション（左）、除去後(右) 全国規模ダイナミック光パスネットワーク一例
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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

平坦表面LEDとリッジ構造LEDの発光イメージの比較

【平成24年度計画】

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関しては、将来素

子の量産化をにらみ1～2nmのギャップ幅でナノギャップ

を大量生産できるプロセスの実現を目指す。

・AlGaInP系発光ダイオードについて選択成長リッジデ

バイスの発光効率を向上させるとともに、より高い発光

効率が期待できる薄膜デバイスの試作を行う。

【平成24年度実績】

・ナノギャップ電極によるメモリ動作に関しては、原子

層堆積法による金属/犠牲層/金属積層構造から犠

牲層エッチングを行う方法、及び金属蒸着中の電界

破断による方法を実現した。

・AlGaInP系発光ダイオードについては、光取出し面に

微小リッジ構造、裏面に銀ミラーを備える薄膜型赤色

LEDを試作し、光取出し効率40～50%を達成した。また、

黄色LEDに必要な結晶成長技術を開発した。

【今後の展開】

・素子としての特徴を追求するため、高温環境下など

耐環境メモリとしての特性追及を行う。

・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。また、ウェハーの熱融着接合プロセスを確

立し、電流拡散効果に優れたITO透明電極を用いて取

出し効率の更なる向上を目指す。

4kbit縦型ナノギャップ
電極不揮発メモリ素子

リッジ構造平坦表面
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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24年度計画】

・本体サイズ5mm角以内のオフィス環境計測用プロ

トタイプ無線センサ端末を試作するとともに、引き続

き所内クリーンルームおよび100店規模以上の小規

模店舗にて消費エネルギーを10％削減するための

システム技術を開発する。

【平成24年度実績】

・本体5mm角のオフィス環境（温湿度）計測用無線セ

ンサ端末のプロトタイプを試作し、動作を確認した。小

規模店舗1700店舗に無線電力センサシステムを実装

して5%以上の省エネを達成するとともに、所内クリー

ンルームにて夏季消費電力平均値で平成22年度比

約63%の削減を達成した。

ユビキタス電子機械システム技術の開発

無線電力センサネットシステム
店舗内各機器の電力モニタリング

５－（４）－②

無線小型プロトタイプ
MEMS電力センサ

【今後の展開】

・無線センサ端末の感度向上と低コスト製造のための

フレキシブルなMEMSコンポーネント加工技術を開発

する。より大規模な製造現場における省エネのため、

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、小型無線センサチップを試作する。
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ICFに基づく支援ロボットのデータベースの構築

生活分析のためのビデオタグ付けツール
を用いた手の機能分析

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24年度計画】

1)生活支援ロボットのコスト・ベネフィット分析のため、

アームロボットおよびコミュニケーション支援ロボット
の効果指標の試作と評価実験を行う。また支援ロ
ボットや支援機器を組み合わせて利用した場合の効
果検証・コスト解析を行うためのツール開発を行う。
2)平成23年度に達成できなかった残り70種類の日常

物品について、物品を構成するパーツと扱い方の観
点から分類とモデル化を行う。更に、これまでの各モ
デルに対して機能と形状について階層的に表現し体
系化する。

【平成24年度実績】

１）生活支援アームのICFに基づくベンチマークを開発し、

２種類のアームの評価を行った。また、人の両手の機能的
な違いをICFに基づき分析した。さらに、支援ロボットのベ
ネフィットを登録するシステムを構築し、約100件の機器に
ついての情報を収集し、ICFを用いて検索可能にした。
２）把持技術に関しては、JICFSコード表の中から、ロボット
の把持対象となりうる日常物品を70種類選定し、物品を構

成するパーツと扱い方の観点から分類とモデル化を行った。
平成23年度に整備した30種類と合わせて100種類の日常

物品について、主要な用途に関連するパーツを主要パー
ツと定義し、特に主要パーツが容器である場合について、
主要パーツとそれに付属するパーツの接続関係から階層
ツリー構造で日常物品を表現した。

【今後の展開】

・高齢化社会における労働人口減少に伴う支援・介護分

野の人手不足問題を改善し、2025年に8兆円とも予測さ

れるサービスロボットの産業創出に寄与する。

３－（３）－①

日常物品のモデル化

機能パーツによるモデル化

持ち手部

コンテナ属性部

作用部
＋

把持禁止

オブジェクト間での機能パーツの
対応付け
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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 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24年度実績】

・ 地震動マップ即時推定システムについては、システムの可

搬性向上と、液状化危険度マップを生成する機能強化、土地

被覆・標高検証システムについてはKMLへの対応等の機能

強化、海上風況把握システムについては大気安定度の影響

を補正するアルゴリズム開発を行った。6つのフラックス観測

データと3つの衛星データを統合検索する衛星画像・現地観

測統合システムを構築した。時空間データ処理のワークフ

ローシステムLavatube 2を開発した。時空間データとテキスト

データの連携技術を開発し、画像のクラスタリングによる土地

利用の解析を行った。

【今後の取り組み】

・ SFIについては、放射線モニタリングおよび生物多様性コミュ

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。

【平成24年度計画】

・ 地震動マップ即時推定システム(QuiQuake)、土地
被覆・標高検証システム(SDCP)については改良およ

び機能強化を、また、海上風況把握システムについ
てはそのアルゴリズム開発を、前年度に引き続き行
う。衛星画像・現地観測統合システム(SFI)について
は、5つ以上のフラックス観測データと3つ以上の衛星

データを統合検索するシステムを構築する。また、時
空間データ処理のワークフローシステムを構築し試
験提供すると共に、時空間データとテキストデータの
連携技術について研究開発する。

QuiQuake Satellite-Field Integrator
Lavatube 2
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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24年度計画】

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

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

【平成24年度実績】

・28nm FPGAを搭載し、サイドチャネル攻撃と動的再構成
機能を28nm FPGA上で評価・検証できるボードを製造した。

微細プロセスでは電力より電磁界解析攻撃が優位である
ことを実験により示した。ソフトウェアの開発・改良により新
たな物理攻撃手法への拡張が容易になり、ダブルレー
ザーにより誤動作を起こす実験を行ったほか、他の攻撃手
法との組み合わせ効果を検討した。これらをコンソーシア
ムなどで情報交換し、評価機関が評価技法候補として検
討を開始した。
・独自PUFの検証実験や企業のPUFチップの評価実験を

行い、模倣品検出や市場展開について企業と意見交換し
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

SASEBO-GIII
28nm FPGA

出口 不正
コピー

PUF

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
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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 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。

【平成24年度計画】

1) 装置部品メーカとの共同研究で、実製品と同等の

セラミックス製ウエハ静電吸着ステージに音響センサー

を内蔵し、異常放電の検出を実証する。さらに実装技術、

配線技術についても課題を抽出してワイヤレスで信号

をチャンバー内から大気側に引き出す技術を検討して

製品化の目処をつける。

2) 材料メーカとの共同研究で、レアメタルを使用しない

導電性セラミックス焼結体および薄膜コーティング材料

をプラズマに曝して損耗量や表面荒さを計測し、現状

標準的に使用されているアルミナよりもプラズマ耐性が

優れていることを評価し有用性を実証する。

【今後の展開】

1)セラミックス製ウエハ静電吸着ステージ上に、薄膜音響

センサを直接成形する技術を開発し、製品としてのウエハ

静電吸着ステージの品質向上を図る。

2)産総研で開発した導電性セラミックス材料と実用されて

いる材料とのプラズマ耐性を比較評価し、その優位性を

実証することにより大手デバイスメーカの量産エッチング

装置に採用されるよう促していく。

1－（3）－①

【平成24年度実績】

1) 装置部品メーカとの共同研究で、量産用エッチング

装置のウエハ静電吸着ステージに音響センサーを内蔵

することで、ウエハやその近傍での異常放電を検出でき

ることを実証した。センサー信号を大気側引き出すために

光ファイバーを用いた給電が必要であることが分かった。

2) 材料メーカとの共同研究で、イットリアやマグネシアを

ベースとするプラズマ耐性の高い導電性セラミックス焼結

体の開発を行った。大手デバイスメーカ関連の装置部品

メーカにサンプル出荷し、実用的との評価結果を得た。

Digital Oscilloscope
Viewing Port
Style
Plasma Probe

Micro-arc 
Discharge

AMP

Matching
Network RF Power Source

(13.56 MHz)

Electrode
Wafer

Built-in AE Sensor

Plasma

左図 ステージ内蔵センサーからの信号取得模式図
ステージに音響センサを内蔵することで初めてウエハや
その近傍での異常放電を検出可能
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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24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。中国の研究機関との
連携により、中国の人体寸法データの統計量を
取得し、利用可能な状態に整備する。固体NMR
データベースには150件（スペクトルデータ 100件、
パラメータデータ 50件）のデータを登録する。

【平成24年度実績】

・人体寸法/形状データベースとして、新たに121名の
独自データを追加した。また、中国研究機関（CNIS）

との連携により中国人の人体寸法データベースの統
計量を取得し、産総研が主導して作成した国際標準
データベースISO TR 7250-2に追記して、利用可能な

状態に整備した。このほかに、健常成人歩行データ
ベース120名分を整備し、Webサイトから公開した。固
体NMRデータベースに525件（スペクトルデータ 417
件、パラメータデータ 108件）のデータを新たに登録し
て、一般に公開した。

【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。

Spain

China

Korea

Mexico

Malaysia

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24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) 超高温熱膨張計測装置への非接触変位計導入によ

り、カーボン系材料の2000℃以上の領域で熱膨張率の

接触法、非接触法の同時計測を実現する。

2) マグネシウム中酸素分析のWD審議開始の合意を

得るとともに、ジルコニア中イットリア分析のJIS原案を

作成する。

3) 極安定ラジカルをESR計測用内部標準として市販す

る際にその使用法と限界を示すため、溶解度、安定性、

試料本来のESRスペクトルへの影響を明らかにする。

4)AFMプローブ特性計測法をDIS投票段階まで進め、

AFM標準試料作製法の技術移転を行って実用化する。

5)超伝導センサーIEC標準化のために、NWIP案を作成

し、新WG設置の国際合意を得る。

【今後の展開】

超高温熱膨張計測装置に関し種々のカーボン材料に対す

る適用性の検証を行うとともに、電気測定AFM用の標準

試料開発に向けたラウンドロビン試験を開始する。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。

【平成24年度実績】

・ISO/IEC/JIS工業標準における研究及び標準化を行った。

1)カーボン系材料の熱膨張率を最高2200℃まで接触と

非接触法で同時計測した。

2)マグネシウム中酸素分析のWD審議開始の合意を得た。

ジルコニア中イットリア分析のJIS原案を作成した。

3) 極安定ラジカルのESR計測用内部標準の製品化に

貢献した。

4) AFMプローブ特性計測法をDIS投票段階まで進め、

AFM標準試料作製法の製品化に貢献した。

5)超伝導センサーに関するNWIP素案を提案、来年度

正式案提出のTCメンバー合意を得た。

３－（１）－①

超高温熱膨張計測装置
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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)

I-1 国土及び周辺域の地質基盤情報の整備

と利用拡大

I-3 地質災害の将来予測と評価技術の開発

I-2 地圏の環境と資源に係る評価技術の開発

I-5 国際研究協力の強化、推進

I-4 地質情報の提供、普及

国際研究協力の
強化、推進

シームレス地質図 高精度年代測定装置 地下水循環モデル

胆振～日高沖沿岸域の断層 福島県湯ノ岳断層のトレンチ調査 海洋地質図（平成24年度版） 5万分の1地質図
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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24年度計画】

・5万分の1地質図幅4区画を完成する。

・次世代の20万分の1日本シームレス地質図凡例に基づ

き地質図編集を行う。

・現行の20万分の1日本シームレス地質図はデータの更

新を行う。

【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24年度実績】

・5万分の1地質図幅5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南西諸島、九州、四国、中国地方の地

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のデータ更新を行

うとともに、高速表示・各種データベースとの連携など、利

便性を大幅に向上させた。

【今後の展開】

・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。

・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

て近畿、中部、関東地方の地質図編集を行う。

１－（１）－①

シームレス
地質図
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海域の地質調査と海洋地質情報の整備

【平成24年度計画】

・沖永良部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24年度実績】

・沖永良部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、柱状採泥試料採取、

底質試料採取を行い、海洋地質図及び重磁力異常図作成

のための情報を取得した。

・既存調査資試料の解析を進め、5区画の地質図を出版し

（全体の94%完了）、北海道周辺の6海域の地質断面記録を

データベースとして公開した。

・久米島西方海域にて活発な熱水活動を示すプルームを複

数確認し、チムニーの破片と考えられる試料を採取した。

１－（１）－②

久米島西方海域において発見した活発な熱水

活動を示すプルームの魚群探知器による記録

【今後の展開】

・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。

海洋地質図（平成24年度に出版した海洋地質図
「奥尻島北方表層堆積図」）

平成23年12月

プレス発表：

日本経済新聞

ほか8社が掲載
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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24年度計画】

・札幌市〜苫小牧に影響が及ぶ石狩低地東縁断層の

延長にある北海道勇払沿岸域で、段丘堆積物の地質

調査と堆積年代の正確な見積もりを行い、活構造の詳

細を明らかにする。

・北海道胆振～日高沖沿岸域の海域に発達する断層

の海洋地質調査を実施。

【中期計画における目標と期待される成果】

・地質図の空白域となっている沿岸域において最新の

総合的な地質調査を実施し、海域－沿岸域－陸域をつ

なぐシームレスな地質情報を整備。

・自然や人為による地質環境変化を解明するため、生

態系を含む環境変遷及び物質循環、沿岸域環境評価

の研究を実施。

【平成24年度実績】

・北海道勇払沿岸域のボーリングコアの解析と地表調査から、

最近数万年間の断層変位量を明らかにした。

・胆振沿岸域において海洋地質調査を実施し、海域の地質層

序、構造、堆積物分布等の基礎試料を得た。

【今後の展開】

・東海・東南海地震の発生が想定される地域の前弧域に位

置し、勇払沿岸域同様地質図の空白域となっている、駿河

湾沿岸部の第四紀層の地質調査と低地でのボーリング調

査の実施。

・静岡県駿河湾沿岸域の海洋地質調査を実施する。

１－（２）－①

胆振沿岸域における海域の地質構造調査結果及び調査位置

陸上ボーリングの調査風景と得られた試料
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土壌汚染評価技術の開発 ２－（１）－①

東日本沿岸の津波堆積物の有害物質濃度分布と環境影響評価結果

【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24年度計画】

・土壌汚染等に起因する経済リスクの統合化評価モデ
ル作成と土壌汚染対策のLCAモデル＊への反映。

・事業場等におけるリスク管理方策の指針の提示。

・津波災害に伴う土壌汚染リスク評価のため、東日本
沿岸域における津波堆積物及び土壌の調査の実施。

【平成24年度実績】

・自治体や企業と連携して土壌汚染浄化事業の浄化コストお
よび環境負荷を解析して、経済モデルとLCAモデルを作成し
た。

・油土壌汚染地域の物理探査データの集積により、汚染の存
在が不明な地域の高精度の評価手法を確立した。

・土壌汚染現場の調査と実証試験により、放射性物質を含む
リスク管理方策を公表した。

・東日本沿岸の土壌と津波堆積物の調査を完了し、津波堆
積物の物理、化学、生物学的特性をデータベース化し、環境
影響評価を行った。

【今後の展開】

・土壌汚染等に起因する生活環境リスクおよび生態リスクの
評価モデル作成とそれらの統合化モデルへの反映。

・重金属等の原位置迅速測定法と物理探査法を併用し、新
規の土壌汚染調査法を開発する。

・土壌及び地下水汚染現場の調査を継続し、動電学的手法、
微生物及び鉱物を活用した原位置調査・浄化技術の体系化
をはかる。

・放射性物質の土壌汚染について新規素材や粘土鉱物など
の活用を促進し、環境中の動態把握およびリスク管理施策を
確立する。

低 高 低 高

素濃度分布スク評価＊ モデル：ここでは、土壌汚染対策による浄化効果と、対策により発生する二次的な環境負荷 温暖化 、酸性化 ｘ 等 を評価したモデル。
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鉱物及び燃料資源のポテンシャル評価 ２－（２）－①

【平成24年度計画】

・南アフリカ、アジア等で鉱床の資源ポテンシャル評価を実施。

・我が国の燃料資源ポテンシャル評価のための研究を行う。

【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する。

・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を行う。

【平成24年度実績】

・モンゴル西部、南アフリカ北東部における鉱床精査
により、高品位・大規模重レアアース鉱床の分布を
確認した。

・南アフリカの金鉱石から金ナノ粒子を確認した。

・上越沖のコア試料、物理探査データ解析を進め、メ
タンハイドレート安定領域を推定するための温度構
造モデルを構築した。

・東部南海トラフでのメタンハイドレート層採取に参
加し、試料分析等を実施した。

・レアメタル資源分析・選鉱試験施設を整備し、鉱石
の効率的な高精度分析が可能となった。

【今後の展開】

・モンゴル、南アフリカにおける重レアアース鉱床の分

布・鉱量を精査・選鉱方法の技術開発等を実施する。

・南米、東南アジアなどにおいて、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。
レアメタル資源分析に用いる高精度年代
測定装置

選択的な粉砕によって、鉱石から
目的の鉱物を抽出する選鉱を容
易にする高電圧パルス粉砕装置
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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

地下水循環モデルの概要 地熱開発時に行う周辺温泉等のモニタ
リングデータ評価ソフトウェアの画面

【平成24年度計画】

・温泉発電と温泉の共生のためのモニタリング指標等の
取りまとめ及び影響評価システム構築を行う。

・地中熱ポテンシャルマップについて、実証試験の結果を
もとに適地指標の定量化を試みる。

【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24年度実績】

・地熱開発時に行う周辺温泉等のモニタリング指針の
取りまとめ、モニタリングデータ評価ソフトウェア
の開発を行い、地熱開発と温泉との共生の実現のた
めの方策を示した。

・クローズド型地中熱システムの適地指標定量化手法
を開発し、地質が複雑な日本での地中熱ポテンシャ
ル評価手法開発の道を開いた。

【今後の展開】

・地熱資源ポテンシャル評価手法改良の継続と、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他地域へ展開し改良を行う。

・オープン型地中熱システムの適地指標定量化継続と既
調査地域のポテンシャルマップの作成、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する。

10年間の冷暖房運転後の熱
交換量計算値の分布図。熱
交換量の違いは，地下の水
理地質を反映している。

福井市周辺における地中熱熱交換量マップ



54

活断層評価及び災害予測手法の高度化 ３－（１）－①

【平成24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、断層変位の多様性、

変位量の分布等の実証的データを得るための調査を実施。

・糸魚川-静岡構造線（糸静線）断層帯の地震観測、応力測

定、シミュレーションによる応力場の総合化を行う。

【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24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した。

・トルコの北アナトリア断層系、糸静線岡谷断層、平成23年

福島県浜通りの地震に伴う地震断層（井戸沢断層、湯ノ岳

断層）等の過去の活動時期と変位量を明らかにした。

・日本列島の地下構造データを数値化し、プレートの沈み

込みによって日本列島に作用する応力から地殻変動を数

値計算によって再現できるシステムを完成させた。

【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（5断層帯）の調査を実施する。

・地震時変位量を指標とした連動性評価手法をさらに発展

させるため、北アナトリア断層系、糸静線活断層系におい

て追加の古地震調査を

実施する。

・糸静線断層帯の変動・

応力場再現のための

シミュレーションモデル

作成において、地震サイ

クルシミュレーションが

可能なプロトタイプモデル

を提示する。

日本列島の地
殻変動シミュ
レーション結果

福島県湯ノ岳断層のトレンチ調査

日本列島の地下構
造の数値モデル

（脆性的な性質を
示す層の厚さ分布
を示している）

（赤色ほど変形
が強いことを示
している）
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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

統合解析により広範囲で向上した短期的
スロースリップ検出能力

【平成24年度計画】

・東南海・南海地震予測のための地下水等観測施

設を新たに2カ所整備する。

・産総研のデータと防災科研のデータとの統合的解

析を継続し、南海～駿河トラフで発生する深部低周

波微動（微動）や短期的スロースリップ（短期的

SSE)の検出精度を向上させる。

【平成24年度実績】

・東南海・南海地震予測のための地下水等観測施設を2点追加し

計16点とした。

・産総研・防災科研・気象庁データの統合解析を開始し、短期的

SSEの検出精度を向上させた。

・原位置でのモニタリング結果から地下施設周辺の水理環境変

動を評価可能であることを示した。

【今後の展開】

・歪データによる短期的SSEの自動検出手法を開発し、微動を

用いた短期的SSEのモニタリング手法を提案する。

・立地調査結果の妥当性評価、安全評価の基本的な考え方の

整備のために、技術開発を行い、技術情報の提示を行う。
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別表３ 計量の標準(計量標準の設定・供給による産業技術基盤、社会安全基盤の確保)

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 11022

23

24

Frequency [GHz]

G
ai

n 
[d

B
i]

 校正結果
 拡張不確かさ （k = 2)
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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24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24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(校正測定能力)登録に加え、追加申請を行うため、

質量及び関連量分野、電磁気分野、音響・振動分野、

温度・湿度分野、測光・放射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13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



58

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24年度計画】

震災の影響により延期した75 GHz～110 GHz用Wバンド

ホーンアンテナ利得標準の開発を進める。18 GHz～26.5 
GHz、26.5 GHz～40 GHzの2バンドの任意周波数ホーン

アンテナ利得及びパターン標準の開発を継続して進める。

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24年度実績】

震災の影響により延期した75 GHz～110 GHz用W
バンドホーンアンテナ利得標準を確立した。18 GHz
～26.5 GHz、26.5 GHz～40 GHzの2バンドの任意

周波数ホーンアンテナ利得及びパターン標準の開発

を進めた。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、共同

研究を開始し、標準ターゲット評価技術の確立を

目指すこととした。

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）標準の

開発を行う。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。さらに18 GHz～

26.5 GHzのアンテナ利得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

散乱電磁界
計測装置

75 GHz～ 110 GHz帯アンテナ利得校正結果
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 校正結果
 拡張不確かさ （k = 2)
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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24年度計画】

灯油を用いた体積流量0.01 m3/h～0.1 m3/hの標準を

開発する。また、流量範囲の下限を引き下げるため、

校正設備の流量及び温度の安定性を向上させ、0.001
m3/h～0.01 m3/hの標準を開発する。

【平成24年度実績】

灯油を用いた0.01 m3/h～0.1 m3/hの範囲の流量標準を開発

し、拡張不確かさ0.020%（質量流量）、0.064%（体積流量）で

の標準供給を開始した。さらに、流量範囲の下限を引き下げ、

これまでに開発された石油小流量標準と併せて、0.001 m3/h
～0.1 m3/hにおける灯油および軽油を用いた標準供給を

開始した。

【今後の展開】

校正設備の流量および温度の安定性をさらに向上させ、

最終目標である0.00005 m3/h (50 mL/h)に向けて、流量範囲

の下限を引き下げるための標準開発を行う。

図１ 開発した石油小流量標準の適用範囲

Test meter
Weighing 
vessel

Weighing 
scale, ms

Bypass to 
storage tank

Measurement point of 
temperature, Ttm
and pressure, ptm

Pulse counter,
Number of pulses, Ip

Pulse signal

DUTTest meter
Weighing 
vessel

Weighing 
scale, ms

Bypass to 
storage tank

Measurement point of 
temperature, Ttm
and pressure, ptm

Pulse counter,
Number of pulses, Ip

Pulse signal

DUT

流量計周りの気温を制御、安定化させる。
流量計内部の液温の安定化につながる。
液温15℃～35℃の校正試験が可能。

恒温チャンバーの設置

図2 石油小流量標準の校正設備
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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24年度計画】

医療用リニアックからの高エネルギーX線について、

グラファイトカロリメータを用いて水吸収線量の評価

を行うとともに、高エネルギー電子線用のグラファイ

トカロリメータを試作する。マンモグラフィX線標準に

関連してRh/Rh線質の標準を開発するとともに、

W/Rh線質について各種補正係数の導出など校正

技術を開発する。前立腺がん治療用のヨウ素12
医療用密封小線源に対する線量の校正サービスを

開始する。また、Ir-192医療用小線源に対する線量

標準を開発するために、Ir-192から放出されるγ線の

スペクトルを測定し、γ線のエネルギーの強度比を

評価することにより、補正係数を導出する。

【平成24年度実績】

医療用リニアックからの高エネルギーX線について、グラファ

イトカロリメータを用いて水吸収線量の評価を行い、高エネ

ルギー電子線用のグラファイトカロリメータを試作した。マン

モグラフィX線標準に関連してRh/Rh線質の標準を開発した。

W/Rh線質について各種補正係数の導出を行った。前立腺

がん治療用のヨウ素125医療用密封小線源に対する線量

標準を確立し、校正サービスを開始した。Ir-192医療用小線

源に対する線量標準を開発するために、Ir-192から放出され

るγ線のスペクトルを測定した。

【今後の展開】

医療用リニアックからの高エネルギーX線について、不確

かさの評価を行い、水吸収線量標準を確立する。さらに、

国際比較を実施する。マンモグラフィX線標準は、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

標準については、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。

また、Ir-192小線源については、線量測定を行い、線量の

不確かさ評価を行う。
図1 ヨウ素125
医療用密封小線源

図2 ヨウ素125医療用密封小線源線量
標準のための大容量自由空気電離箱
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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24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、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。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。さらに、玄米中の微量元素分析に

関する技能試験を企画・実施する。

【平成24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、平成24年度には2種類

2物質（微量元素分析用のミルク粉末標準物質、

残留農薬分析用の大豆標準物質）を開発するととも

に、品質システムの技術部分を構築した。また、

既存標準物質の安定性を評価し、適切な維持、管理

と供給を行った。さらに、玄米中の微量元素分析に

関する技能試験および大豆中の残留農薬分析に

関する技能試験を企画・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、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。

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



62

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24年度計画】

矩形断面を持つパターン線幅の三次元での形状精度
評価を行う。AFM（原子間力顕微鏡）によるナノメートル

粗さについて、触針式粗さによる測定と親和性の良い
測定条件を見いだす。マイクロフォーカスX線CT装置の

最適化を行い、絶対精度を評価する。角度測定を利用
した表面形状計測技術を開発し、測定の安定性と再現
性を確認する。

【平成24年度実績】

パターン線幅の部分的なAFM像を複数重ね合わせて三

次元形状データに構築する技術を確立し、不確かさ成分
の評価を進めた。nm領域の粗さ測定に関連する規格化

の動向を情報収集し、既存の触針式粗さ測定の規格な
どとの整合性について検討を進めた。マイクロフォーカス
X線CT装置の測定手順や照射条件等の最適化を進め、
μmオーダの測定再現性を確認した。角度測定を利用し

た表面形状計測の技術開発を進め、絶対表面形状測定
におけるnmオーダの安定性・再現性を実証した。

【今後の展開】

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を検証
する。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。

1－（3）－②

傾斜なし、鉛直
方向に追従動作

探針を任意の
角度で傾斜

追従方向
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垂直の壁を
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新方式により垂直面で安定に走査、画像化

探針傾斜機構を備えた
測長型AFM装置の外観
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した左右側壁の
３次元AFMデータ

×12

× 3

×10

0

300

上面部拡大

側壁部拡大

裾部拡大



63

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24年度計画】

低温分野では、震災被害復旧を継続し白金抵抗温度計の

標準供給を24 Kまで再開すると共に、極低温抵抗温度計

標準供給の立ち上げに必要なPLTS-2000を実現するため

核断熱消磁冷凍機を試作する。1492 ℃の共晶点セルを

用いて高温用熱電対を校正する際の不確かさを評価する。

高温領域の放射温度では、熱力学温度値決定のために

放射温度計の絶対感度校正システムを開発する。

【平成24年度実績】

低温分野では、白金抵抗温度計の標準供給を24Kまで

再開すると共に、極低温抵抗温度計標準供給の立ち

上げに必要なPLTS-2000を実現するための核断熱消磁

冷凍機を試作した。1492 ℃の共晶点セルを用いて高温

用熱電対を校正する際の不確かさを評価をし、H25年度

依頼試験の供給開始に向けた準備を進めた。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

を構築し、シリコン検出器を暫定的な参照標準とした

比較測定を試行した。

【今後の展開】

校正対象を白金コバルト抵抗温度計に拡大すると

ともに、極低温抵抗温度計標準供給の立ち上げに

必要なヘリウム３融解圧の測定を行う。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を

低減を図る。

図1. 黒体放射測定による熱力学温度値決定
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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24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、

産総研依頼試験による純度校正サービスの範囲を

医療・健康分野へと拡大、これまでと合わせて150物質

以上の校正サービスを行う。また、核磁気共鳴（NMR）

法による有機化合物の校正技術に関しては、フッ素に

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24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、

産総研依頼試験による純度校正サービスの範囲を

医療・健康分野に展開し、新たに30物質の純度校正を

可能にして、校正サービスの対象物質を150物質以上に

拡充した。また、核磁気共鳴（NMR）法による有機化合

物の校正技術に関しては、フッ素に関して基準物質の

選定と測定法の確立について見通しを得た。

【今後の展開】

NMIJにトレーサブルな標準物質の供給に関しては、

産総研依頼試験による純度校正サービスを拡充し、

これまでと合わせて180物質以上の校正サービスを行う。

また、核磁気共鳴法（NMR）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。
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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
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図１ 定量NMR法による有機化合物の校正技術（水素の例）
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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24年度計画】

シリコン28同位体濃縮結晶によるアボガドロ

定数の測定精度を更に向上させるために、球体
体積評価用干渉計を2×10-8にまで高精度化す

る。改良した干渉計により球体体積を測定し、
国際研究協力により得られるシリコン28同位体
濃縮結晶の格子定数、モル質量などの測定
結果と合わせて、 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。基礎物理定数に
よりキログラムを定義するために、二つの異な
る方法によりアボガドロ定数およびプランク定数
を高精度に決定する国際共同研究を新たに開
始する。

【平成24年度実績】

球体体積評価用干渉計高精度化に必要な新たな光学部品、高精度

測温装置等の選定・導入を実施したが、いずれも特殊仕様のためす

べてを年度内導入することはできず、 2×10-8 までの高精度化は至ら

なかった。シリコン28同位体濃縮結晶球体をより真球に近づけるため

の研磨、及び同結晶のモル質量と格子定数の国際研究 協力による

決定により目標精度での球体体積測定によるアボガドロ定数高精度

化の準備が整った。キログラム再定義に向け二つの異なる方法によ

りアボガドロ定数およびプランク定数を決定する国際共同研究を9月

から開始した。

【今後の展開】

平成24年度に導入した光学部品および高精度測温ブリッジなどを

用い、球体体積評価用レーザー干渉計の精度を2×10-8 にまで高め

る。さらに、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

厚さ測定の準備を整え、測定精度の検証を行う。平成26年度には、

これらの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を

行う予定である。国際研究協力により得られるシリコン28同位体濃縮

結晶の格子定数、モル質量などの測定結果と合わせて、 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。
図1 シリコン28同位体濃縮結晶球体の直径をサブ
ナノメートルの精度で測るレーザ干渉計
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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24年度計画】

Yb光格子時計の周波数評価を完成させ、絶対周波数

測定結果を発表する。Sr光格子時計では、狭線幅光

コムを用いて、冷却用光源及び時計遷移レーザの

安定化を同時に行う。さらに、冷却したSr原子を光格

子に閉じ込め、時計遷移レーザによる分光を行う。

【平成24年度実績】

Yb光格子時計の周波数評価を完成させ、絶対周波数

測定を3.9×10-15の不確かさで行い、研究発表を行った。

この測定結果を国際度量衡委員会時間周波数諮問委員

会へ報告し、Yb光格子時計の秒の二次表現への採択に

貢献した。Sr光格子時計では、狭線幅光コムを用いて、

冷却用光源及び時計遷移レーザの安定化を同時に行っ

た。さらに、冷却したSr原子を光格子に閉じ込め、時計

遷移レーザによる分光を行った上、時計遷移レーザの

安定化を行った。

【今後の展開】

光格子時計のさらなる安定度向上を目指す。また、二つの

光格子時計の周波数比を測定することにより、マイクロ波

を周波数基準としては出来ない精度で光格子時計の安定

性に関する評価を行う。

4－（1）-①

2012年度Yb光格子時計の進展 Yb光格子時計の国際比較 2012年度Sr光格子時計の進展 Sr光格子時計の時計遷移

産総研の測定値


