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～産業技術研究助成事業（若手研究グラント）
インターナショナル分野の概要～

①����技術開発機構は、技術課題を提示し、研究テーマを公募します。

②若手研究者は、技術課題に沿った研究開発提案書を提案します。

③～④����技術開発機構は、研究開発提案書の内容を審査して、採択／不採択の別を決定し、通知します。

⑤採択された若手研究者は、助成金交付申請書を提出します。

⑥����技術開発機構は、助成金交付申請書の内容を審査の上、助成金の交付を決定します。

⑦～⑧助成金を交付された若手研究者は、研究開発を実施し、その研究開発成果を����技術開発機構に報告しま

す。

⑨����技術開発機構は、中間評価、事後評価及び追跡調査・評価を行います。

1．事業の目的
　本事業は、産業技術力強化の観点から、大学・研究機関等の若手研究者（個人又はチーム）が取り組む産業応用

を意図した研究開発（目的指向型基礎研究）を助成することにより、産業界及び社会のニーズに応える産業技術シー

ズの発掘・育成や産業技術研究人材の育成を図る、競争的研究資金制度です。我が国の研究の強みをより強固なも

のとするため、海外の研究の強みを取り込んだ国際的な研究連携を戦略的に進めます。これにより、イノベーショ

ンのグローバル化を推進し、我が国の産業競争力のさらなる向上を目指します。さらに、本事業で助成する連携研

究の遂行を通じて、我が国の若手研究者を、産業技術研究における次世代の国際的なリーダーとして育成します。

2．事業内容
　産業技術を指向する研究、または実用化を目指したシーズ研究開発を行う国際的な研究チームから研究テーマを

公募・選定し、助成金の交付を行います。研究のステージとしては、アカデミックな意味での“基礎研究”とは区

別されます。

　

3．助成研究費の額及び助成期間
　研究開発期間は４年となり、直接経費は総額５，０００万円以内（２年目までの計で、３，０００万円以内）とします。た

だし、研究開発の進捗に応じ特に必要と認められるテーマについては、上記の額を超えて助成する場合があります。

また、研究開発の遂行に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、直接経費の３０％相当額の間接経費を支給しま

す。
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Outline of the Grant for Industrial Technology Research：
International Category

①NEDO will announce the research areas to invite research proposals. 
②Research teams including young researchers shall submit proposals stating the details of the research they plan 
to carry out.

③- ④Notifications will be sent to a research team if it has passed or failed after a thorough proposal review.
⑤Selected research teams shall submit a request for a grant application. 
⑥NEDO will provide grants to selected research teams after their grant application forms are determined to be 
filled out completely and accurately.

⑦- ⑧Research and development is performed according to the submitted proposal during a specified period of 
time, and research teams report the results of their research to NEDO.

⑨NEDO will conduct interim and post-project evaluations and follow-up reviews/evaluations.

1. Purpose of the Program
　From the perspective of enhancing industrial technology, this program utilizes a competitive funding system to 
facilitate the industrial application of research and development conducted by young researchers（either as an 
individual or in teams）at universities and public research institutes. 
　In order to further strengthen Japan’s research advantages, NEDO will encourage international research 
collaboration incorporating foreign research advantages. Based on this, NEDO will promote the globalization of 
innovation and aim to further improve Japan’s industrial competitiveness. In addition, NEDO will foster young 
researchers as next-generation international leaders through the implementation of collaborative research support 
under this program.

2. Outline of the Program
　NEDO will review proposed research themes thoroughly and award grants to a limited number of international 
research teams. The program aims to discover and develop industrial technology seeds that meet the needs of 
industry and society, and to develop human resources in the field of industrial technology. The research stage is 
different from academic “basic research” and is positioned as “seeds research” directed toward industrial 
technology or aimed at practical application.
 
3. Amount and Term of Grants
　Each selected team may receive a grant for up to four（4）years. Total allowable direct expenses per project 
during the R&D period will be up to 50 million yen（Up to 30 million yen for the first two years）. NEDO may provide 
additional grant funding depending on the progress of a project if NEDO deems it necessary. Indirect overhead 
（approximately 30% of direct expenses）will be paid as expenses required for the management of research 
institutes, etc. associated with execution of the R&D.
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4．助成対象の研究分野

�5．助成申請の要件
　以下の要件を全て満たすことのできる「国際共同研究チーム」が助成対象となります。

［１］研究チームを構成する研究者の国籍が日本を含む２カ国以上であること。また、研究チームを構成する研究者

の所属機関が日本を含む複数国に存在すること。

［２］研究代表者は日本国籍を有し、公募締切日において日本国内の大学・研究機関等の常勤又は大学・研究機関等

の雇用によるみなし常勤注１の研究者であって、原則として、公募締切日において満４０歳未満の者注２であること。

［３］日本国内の研究分担者は、公募締切日において原則として４０歳未満の者で、公募締切日において常勤又は大学・

研究機関等の雇用によるみなし常勤の研究者、又は公募締切日において大学・研究機関等の雇用による非常勤三

要件注３を満たす研究者であること。

［４］海外に所在する研究機関に勤務する研究者については、公募締切日において満４０歳未満の者を１名以上含むこ

と。また、常勤又は大学・研究機関等の雇用によるみなし常勤の研究者、又は公募締切日において大学・研究機

関等の雇用による非常勤三要件注３を満たす研究者であること。

［５］営利目的の民間企業の雇用による研究者は該当しません。なお、研究者が応募した研究テーマについての研究

を遂行するための充分な研究施設を有すること。
　
　注１：みなし常勤

大学・研究機関等の雇用による非常勤（給与全額を企業等から支給されている場合は含まれない。）ではあるが、実態上は常勤
同等と認められる勤務形態、すなわち、大学・研究機関等に研究の場を持ち、かつ、週５日以上勤務していることを指します。

　注２：原則として満４０歳未満の者
特に優れた研究テーマについては、４０歳以上であっても採択することがあります。
ただし、同一の評価となった場合は、若手研究者を優先して採択します。

　注３：非常勤三要件
大学・研究機関等の雇用による非常勤（給与全額を企業等から支給されている場合は含まれない。）の研究者が研究分担者とし
て参加するために必要とする、以下の三要件を指します。①研究計画の遂行に欠くことのできない役割を果たすとともに、その
分担する研究開発の遂行に責任を負う者であること。②勤務形態からみて、確実に当該研究に参加し得ることが、非常勤として
勤務している大学・研究機関等において確認されていること。③非常勤として勤務している大学・研究機関等において研究の場
を有していること。

6．研究成果の取扱い
［１］本事業による研究成果は研究代表者及び研究分担者に帰属しますが、特許権等の産業財産権の取扱いについて

は、原則として研究代表者及び研究分担者が所属する大学・研究機関等の規程等に従ってください。

［２］研究チームは、あらかじめ、助成対象となる研究を通じて得られる知的財産権の帰属及びその実施権譲渡に係

る調整を、研究代表者の主導のもとに行う旨の合意書の写しをNEDO技術開発機構に提出することが必要です。

これは、助成金による成果が本事業の目的に沿って適切に使用されることを担保するためです。

技術課題技術区分

我が国の持続的な発展のための革新的技術であって、国際的な融合による研究開発を必要
とする分野

国際的技術融合による革新的技術の
国際研究連携

我が国の持続的な発展のための技術開発であって、「暮らし」の安全確保を図る課題、地球
環境や国際エネルギー需給などのグローバルな課題や、国際社会に必要とされる標準の策
定等、国際社会のニーズに対応する分野

社会ニーズ対応型国際研究連携
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4．Research Areas

5．Requirements for Applicants
Research teams must fulfill the following requirements:
1．Each team shall consist of researchers of two（2）or more nationalities, including Japanese. Institutes of 
research team members must be located in more than one country, including Japan. The research institute to 
which research team members belong, or in other words, the research institutes at which the proposed research 
will be performed, shall be located in more than one country, including Japan.

2．Research coordinators must possess Japanese citizenship and be full-time researchers or be deemed full-time 
researchers＊1 of universities or research institutes in Japan as of the closing date for application. Research 
coordinators must also, in principle, be under 40 years old＊2 as of the closing date for application.

3．Research team members who belong to universities or public institutes in Japan must, in principle, be under 40 
years old as of the closing date for application and must be full-time researchers or be deemed full-time 
researchers＊1 of universities or research institutes as of the closing date for application, or must meet three 
requirements for part-time researchers＊3 of universities or research institutes.

4．At least one research team member working for an overseas research institute must be under 40 years old as 
of the closing date for application. Research team members who belong to overseas universities or public 
institutes must be full-time researchers or be deemed full-time researchers＊1 as of the closing date for 
application, or must meet three requirements for part-time researchers＊3 of universities or research institutes.
5．Researchers employed by private commercial companies shall not be eligible to apply for the program. 
Researchers must have sufficient research facilities to conduct research for the research theme.

　
　＊1Deemed full-time researchers：Part-time researchers of universities or research institutes（except workers who receive a full salary 
from a company, etc.）who are substantially equivalent to full-time workers shall be deemed as full-time researchers. In particular, 
part-time researchers who have research positions at universities or research institutes and work five or more days a week.

　＊2Meaning of the expression“in principle, be under 40 years old”：An outstanding research theme may be selected even if a 
researcher is 40 years old or older. However, if there is another research theme with the same evaluation score, younger 
researchers shall have priority.

　＊3Three requirements for part-time researchers：The following three requirements for part-time researchers of universities or 
research institutes（except workers who receive a full salary from a company, etc.）must be met for a part-time researcher to 
participate in the program as a research team member：（1）The researcher must play an essential role regarding execution of the 
research plan and must be responsible for the execution of R&D.（2）The researcher's university or research institute must confirm 
that the researcher can participate in the research from the viewpoint of working style.（3）The researcher must have a research 
position at a university or research institute.

6．Treatment of Research Results
1．Research results obtained in this program shall belong to research coordinators and research team members. 
For industrial property rights such as patents, the regulations of the universities or research institutes of research 
coordinators and research team members should be followed.

2．A research team must submit copies of agreements to NEDO stating that arrangements for attribution and 
transfer of intellectual property rights acquired through the grant program shall be managed by the research 
coordinator. This is because research results obtained under the grant program should be properly used in 
accordance with the aim of the program.

Research ThemeTechnical Category

Fields that are innovative technologies for Japan’s sustainable development and require 
R&D by international synthesis

Research collaboration to
establish innovative technologies 
through international technology 
integration

Fields of technology development for Japan’s sustainable development and which re-
spond to security issues for safe life, global issues such as the global environment and in-
ternational energy demand and supply, development of standards required by interna-
tional society, etc.

International research 
collaboration to address social 
needs
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～国際共同研究助成事業（NEDOグラント）の概要～

①����は助成対象分野を提示し、研究テーマを公募します。

②研究チームより助成対象分野に沿った研究テーマを提案していただきます。

③～④提案された研究テーマを審査し、採択／不採択の別を決定し、研究代表者に通知します。

⑤～⑥採択された場合、助成金交付申請書及び誓約書を提出していただき、����にて交付申請書の内容を審査の

上、助成金の交付を決定します。

⑦～⑧交付申請書の内容にしたがって研究開発を実施していただき、助成期間終了後に成果を報告していただきま

す。

１．事業の目的
　本事業は、優れた研究を行う国際共同研究チーム（以下「研究チーム」）に対して研究費を助成することにより、

産業技術の国際的なレベルの向上及び新規産業技術の創出の基盤形成を図り、我が国産業技術力の強化に資するこ

とを目的としています。

２．事業内容
　将来の産業創出に資する基礎的・基盤的な研究開発、または、石油代替エネルギーの製造・利用及び地球環境の

保全・改善に資する産業技術の実用的な研究開発を行う研究チームから研究テーマを公募・選定し、助成金の交付

を行います。

　

３．助成研究費の額及び助成期間
　助成研究費の額は、３年間の総額を７，０００万円以内、当初２年間の総額を５，０００万円以内、かつ、各年を３，０００万

円以内とし、助成期間は３年を上限とします。ただし、２年目の後半に実施する中間評価により、継続助成が認め

られれば、最長で３年間の助成を受けられることになります。なお、当初２年間は原則として年度を跨ぐ複数年交

付決定を行います。



�

Outline of the International Joint Research Program（NEDO Grant）

①NEDO will announce the research areas to invite research proposals. 
②Research teams shall submit proposals stating the details of the research they plan to carry out.
③- ④Notifications will be sent to a designated contact person to inform a research team if it has passed or failed 
after a thorough proposal review.

⑤- ⑥Selected research teams shall submit a request for a grant application and letters of consent. NEDO will 
provide grants to selected research teams after their grant application forms are determined to be filled out 
completely and accurately.

⑦- ⑧Research is performed according to the submitted proposal during a specified period of time, and research 
teams report the results of their research at the end of the research period.

1. Purpose of the Program
　The NEDO Grant Program is designed to award grants to eligible international research teams to enable them to 
carry out projects related to research and development of key technologies to promote advancement of industry, 
create new industry, and consequently advance Japanese industrial technology.

2. Outline of the Program
　NEDO will review proposed research themes thoroughly and award grants to a limited number of research teams 
that satisfy the following requirements.
　�　Basic research that has the potential to create new industry. 
　�　Practical research on industrial technology concerning production and utilization of oil-alternative energy, 

and conservation and improvement of the global environment.
 
3. Amounts and Term of Grants
　�　Grant award amounts
　　Three years: 70 million yen or less
　　First two years: 50 million yen or less
　　Annual grants shall be 30 million yen or less

　�　Research period
　　Each selected research team may receive a grant for up to three（3）years. An interim evaluation will be 

conducted during the latter half of the second year. In the event a research team does not achieve satisfactory 
results, NEDO may ask for modifications of the research plan or may not award a third-year grant.
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4．助成対象の研究分野

�

5．助成申請ができる研究チームの要件
　以下の要件を全て満たすことのできる「国際共同研究チーム」が助成対象となります。

［１］研究チームは、申請する研究内容を適切に実施する能力を持つ研究者で構成されていること。また、単に各研

究者が分担して研究を行うだけでなく、研究者が相互に密接に連携し、「共同研究チーム」としての活動を行い、共

同研究の有効性の生かせる研究チームであること。

［２］研究チームの構成者は、原則として研究機関に所属し（注１）、研究計画の遂行及び研究活動に係る会計管理

に関して責任を持てる人物であること。

［３］研究チームを構成する研究者が原則として４名以上であること。

［４］研究チームを構成する研究者の国籍が２か国以上であること。

［５］研究チームを構成する研究者の所属機関（共同研究を実施する研究機関）が複数国に存在し、チームを構成す

る研究者のうち１名は日本国内に主たる事務所を有する法人の研究機関に属していること。

［６］研究チームを構成する研究者の中から研究代表者を定めること。研究代表者は、所属する研究機関の所在地及

び研究の実施場所が日本国内であること、もしくは、日本国籍を有すること。また、研究代表者は、研究チーム

を代表して研究計画の作成、実施に当たり、中心的役割を果たす人物を選定すること。

［７］チームを構成する研究者の中から会計担当者を定めること。（注２）会計担当者は、チーム内の会計事務を行

うため、会計担当の所属する研究機関の所在地及び研究の実施場所は日本国内とし、会計については����との

コミュニケーションを日本語で行うことのできる者を選定すること。
　
　注１：研究機関について特に定めはありませんが、研究者が応募された研究テーマについての研究を遂行するために最低限必要な

研究施設を有することが必要です。
　注２：研究代表者と会計担当者は兼任できます。

６．研究成果の取扱い
�　NEDOが開催する成果報告会等において研究成果の発表を求めることがあります。また、研究成果は、産業技術

の国際的向上及び国内産業競争力の強化を目的とする本制度の趣旨から、産業財産権の確保に留意しつつ、可能

な限り公表してください。また、適時適切に学会又は学術雑誌への掲載によって公表するように努めてください。

なお、当該研究成果発表に際しては、本助成事業による研究成果であることを明記してください。

�　研究成果の産業財産権等が発生した場合、原則として、研究チームに帰属します。共同研究の実施に際して、研

究代表者を中心にチーム内で十分協議するとともに、各所属研究機関ともよく相談して、交付決定までにルール

を定めるとともに、トラブルが生じないように注意してください。紛争に発展するような場合は、交付の決定を取

り消す等の措置を取ることがあります。

対象とする研究テーマ助成対象分野

産業技術の向上に寄与する国際規格の策定に必要な研究テーマ国際標準創成分野

将来の産業創出に資する、ナノテクノロジー・材料、情報通信及びライフサイエンス等の基礎的・
基盤的な研究テーマ

産業技術分野

石油代替エネルギーの製造もしくは利用（発電、電力負荷低減、有効利用等）に関する産業技術
の実用化研究テーマ

エネルギー分野＊

地球環境の保全及び改善に資する産業技術の実用化研究テーマ地球環境分野

＊エネルギー分野には省エネルギーに関する産業技術の実用化研究テーマを含みます。 
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4．Research Areas

5．Requirements for Applicants
Research teams must fulfill the following requirements:
1．Research teams shall be composed of researchers with sufficient ability to pursue the research theme.  
Researchers shall contribute to achieve their shared goal cooperatively and individually, thereby bringing an 
integrated multidiscipline approach and interactive synergy to their research work. 
2．In principle, each member of a research team shall be an employee of a research institute（Note 1）and shall 
be a diligent person who can assume responsibility for proper management of expenditures under a grant award 
as well as performance of the research plan. 

3．Each team must, in principle, consist of four（4）or more researchers.
4．Each team shall consist of researchers of two（2）or more nationalities, including Japanese.
5．The research institute to which research team members belong, or in other words, the research institutes at 
which the proposed research will be performed, shall be located in more than one country, including Japan.

6．Each team shall appoint a research coordinator from its members. The appointed research coordinator shall 
have Japanese nationality, or the research institute to which he/she belongs, or in other words, the research 
institute at which the proposed research will be performed, shall be in Japan. The research coordinator shall 
prepare a research plan on behalf of his/her research team and take the initiative regarding implementation of 
the proposed research project. 

7．Each team shall appoint an accounting coordinator from its members（Note 2）. The research institute to which 
the appointed accounting coordinator belongs, or in other words, the research institute at which the proposed 
research will be performed, shall be in Japan, and the accounting coordinator shall be able to communicate with 
NEDO in Japanese.

　
　（Note 1）
　　There are no specific requirements regarding research institutes. However, they should at least have the basic facilities necessary 
to perform the proposed research. 

　（Note 2）
　　A principal researcher can serve as accounting coordinator.

6．Treatment of Research Results
1．Disclosure of research results
　NEDO may ask a research team to present research results in meetings held by NEDO. Given the fact that the 
NEDO Grant Program aims to develop key technologies that promote advancement of industry, create new 
industry, and consequently advance Japanese industrial technology, research results shall be published in a 
scientific journal in an appropriate and timely manner, with appropriate attention paid to industrial property rights. 
Whenever research results are published and/or presented, the research team must indicate that the research 
was undertaken under the NEDO Grant Program.

2．Ownership of research results
　The industrial property rights for research results shall, in principle, be attributed to the relevant research team 
and/or research team members. Accordingly, team members should discuss how the results will be shared 
among themselves before receiving a grant. Each team member should also fully discuss with their affiliated 
research institutes regarding the ownership of research results. Otherwise, grant approval may be cancelled.

Research ThemeResearch Area

Research aiming at establishment of international standards to contribute to improvement of in-
dustrial technology

International Standard De-
velopment

Basic research on technology to create new industry, such as nanotechnology/materials, informa-
tion technology and life science

Industrial Technology

Practical research on industrial technology concerning production and utilization of oil-alternative 
energy（power generation, electric load reduction, efficient energy use, etc.） 

Energy*

Practical research on industrial technology concerning conservation and improvement of the 
global environment

Global Environment

*Energy includes practical research themes on industrial technology for energy conservation. 



��

産業技術研究助成事業（若手研究グラント）研究テーマ一覧
（2006年度～2007年度）

ページ研究代表者研究テーマプロジェクトＩＤ採用年分野

20松本　祐司マルチフェロイクスセンサ素子のナノ構造設計と材料探索07E51002a

2007

イ　ン　タ　ー
ナショナル
分　　　野

22金久保光央イオン液体を用いた新しいガス分離・精製方法の開発07E51006a

24染谷　隆夫
印刷プロセスによる有機トランジスタ集積回路の電子人工皮膚
応用

07E51201a

26大石　　勲ニワトリ卵を用いた有用蛋白質大量生産法の基盤技術の開発07E51203a

28渡部　　司
ASEAN諸国における角度標準技術の高度化と国際比較の確立
に関する研究

07E52001a

30三寺　史夫
オホーツク海・北太平洋亜寒帯における海洋基礎生産減少の要
因解明および海洋CO2吸収量への影響評価と予測

07E52009a

32滝田　謙一高圧雰囲気下で有効なプラズマジェットトーチの開発06D48501d

2006

34吉村　政志VECSELを利用した高効率連続波深紫外レーザ光源の開発06D48512d

36徳久　英雄
ナノピペットプローブ顕微鏡を用いた単一プローブ分子アレー
の創製と超高感度バイオチップシステムの構築

06D48515d

38年吉　　洋
ロール・ツー・ロール印刷技術による大面積MEMS画像ディス
プレィの開発

06D48522d

40松本謙一郎
新規アシル基転移酵素の創出と、それを利用した遺伝子組換え
植物による生分解性ポリエステルの効率的な生産法の開発

06D49501d

42森田　　剛
高輝度放電灯ヘッドランプ駆動用小型非鉛圧電トランスの実用
化に関する研究

06D49514d

国際的技術融合による革新的技術の国際研究連携

社会ニーズ対応型国際研究連携
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Research Theme List of the Grant for Industrial Technology Research: 
International Category for FY2006 and FY2007

PageResearch CoordinatorＴｉｔｌｅProject ID
Year 

 Selected
Research
Area

21Yuji MATSUMOTO
Nano-Scale Engineering and Exploration of New Functional 
Materials toward the High Performance of a Multi-Ferroic Sen-
sor Device

07E51002a

2007

International 
Category

23
Mitsuhiro 
KANAKUBO

Using Ionic Liquids in the Development of New Gas Separa-
tions Methodologies

07E51006a

25Takao SOMEYA
Printed Organic Transistors for Artificial Electronic Skin Applica-
tions

07E51201a

27Isao OISHI
Development of Technologies for Protein Mass Production Us-
ing Chicken Eggs

07E51203a

29
Tsukasa 
WATANABE

Research on the Advancement of Angle Standard Technology 
and the Establishment of International Comparison in ASEAN 
Countries

07E52001a

31Fumio MITSUDERA
Elucidation of Causes of Phytoplankton Decrease in the Sea of 
Okhotsk and the North Pacific, and Evaluation and Prediction 
of Its Impacts on the CO2 Uptake

07E52009a

33Kenichi TAKITA
Development of Effective Plasma Jet Torch under High Pres-
sure

06D48501d

2006

35
Masashi
YOSHIMURA

Development of Efficient Continuous-Wave Deep-UV Laser 
Sources Utilizing VECSEL Devices

06D48512d

37Hideo TOKUHISA
Fabrication of Single Molecule Arrays Using a Nanopipette 
Probe Microscope for the Development of Highly Sensitive Bio-
chip Systems

06D48515d

39
Hiroshi 
TOSHIYOSHI

Development of Large Area MEMS Image Display by Roll-to-
Roll Printing Technology

06D48522d

41
Kenichro 
MATSUMOTO

Production of Bio-Based Plastic in Plants; Regulation of Mono-
mer Composition Using Artificially Engineered Enzymes

06D49501d

43Takeshi MORITA
Development of a Lead-Free Piezoelectric Transformer for HID 
Automotive Headlamp

06D49514d

Research collaboration to establish innovative technologies 
through international technology integration

International research collaboration to address social needs
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国際共同研究助成事業（NEDOグラント）研究テーマ一覧
（2005年度）

ページ研究代表者研究テーマプロジェクトID採用年分野

46徳永　健伸
Semantic Webアプリケーションを指向した言語資源の国際標
準の開発

2005IS020

2005国際標準創成

48東海林　彰次世代交流電圧標準の開発2005IS034

50奥野　　攻歯科用磁性アタッチメントの最適化と国際標準の創成2005IS051

52東畑　郁生地盤構造物のためのISO耐震設計基準の国際化推進2005IS063

54三浦　道子
回路設計用モデル開発基盤の構築とこれを用いたマルチゲート
MOSFETモデルの開発

2005IS075

56趙　　孟佑
衛星搭載太陽電池アレイの帯電・放電試験法のISO標準化プロ
ジェクト

2005IS084

58武田　一哉
大規模実世界データに基づく自動車運転行動信号処理の先導的
研究

2005IS119

60一村　信吾AFMを用いたナノ物質形態の精密評価手法のISO国際標準化2005IS128

62石川　智久
創薬・診断において重要な薬物トランスポーター遺伝子多型の
機能解析技術の国際標準化

2005IS144

64北野　宏明
遺伝子・タンパク質ネットワーク・グラフィカル表現の国際標
準化

2005IS175

66田中　良夫
eインフラストラクチャ構築のための国際標準セキュリティポ
リシ策定事業

2005IS178

68黒田光太郎材料の環境情報指標の国際開発と標準化2005IS180
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Research Theme List of the International Joint Research Program （NEDO Grant） 
 for FY2005

PageResearch CoordinatorＴｉｔｌｅProject ID
Year 

 Selected
Research
Area

47
Takenobu 
TOKUNAGA

Developing International Standards of Language Resources 
for Semantic Web Applications

2005IS020

2005
International 
Standard
Development

49Akira SHOJIDevelopment of Next-Generation AC Voltage Standard 2005IS034

51Osamu OKUNO
Development and Standardization of the Dental Magnetic At-
tachment

2005IS051

53Ikuo TOWHATA
International Familiarization of ISO Code for Geotechnical 
Earthquake Resistant Design

2005IS063

55
Mitiko 
MIURA-MATTAUSCH

Providing the Basic Methods and Tools Required for Develop-
ing Circuit Simulation Models, and Applying Them for Develop-
ing a Cｉｒｃｕｉｔ Simulation Model for Multi-Gate　MOSFETs

2005IS075

57Mengu CHO
ISO Standardization of Electrostatic Discharge（ESD）Test of 
Satellite Solar Array

2005IS084

59Kazuya TAKEDA
International Research Coordination of Driving Behavior Signal 
Processing based on Large Scale Real World Database

2005IS119

61Shingo ICHIMURA
ISO Standardization for Precise Morphology Measurement of 
Nano-Materials by AFM

2005IS128

63
Toshihisa 
ISHIKAWA

International Standardization of Functional Analysis Technol-
ogy for Genetic Polymorphisms of Drug Transporters

2005IS144

65Hiroaki KITANO
International Standard for Graphical Notation of Biological Net-
works

2005ＩＳ175

67Yoshio TANAKA
Standardization of Grid Security Policies for e-Science Infra-
structure

2005IS178

69Kotaro KURODA
International　Development　and　Standardization　of　En-
vironmental　Information　Indices　of　Materials

2005IS180
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産業技術研究助成事業（若手研究グラント）
インターナショナル分野　申請採択状況表（2006年度～2007年度）

採択数申請数助成対象研究分野年度

846
国際的技術融合による革新的技術の
国際研究連携

合計
424社会ニーズ対応型国際研究連携

1270合計

421
国際的技術融合による革新的技術の
国際研究連携

2007
29社会ニーズ対応型国際研究連携

630合計

425
国際的技術融合による革新的技術の
国際研究連携

2006
215社会ニーズ対応型国際研究連携

640合計
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Grant Applications Received and Grants Awarded for the Grant for Industrial 
Technology Research：International Category in FY2006 and FY2007

Grants AwardedApplications ReceivedTechnical CategoryFiscal Year

846
Research collaboration to establish innovative technologies 
through international technology integration

Total
424International research collaboration to address social needs

1270Total

421
Research collaboration to establish innovative technologies 
through international technology integration

2007
29International research collaboration to address social needs

630Total

425
Research collaboration to establish innovative technologies 
through international technology integration

2006
215International research collaboration to address social needs

640Total
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採択数申請数助成対象研究分野年度
17224国際標準創成

合計

5124産業技術
593基礎研究
71850物質・材料（物性）
442生体
33204エネルギー
32300地球環境　　　　
1671837合計
12199国際標準創成2005
5124産業技術

2004 143エネルギー
044地球環境
6211合計
233基礎研究

2003 123（実用化）地球環境　　
356合計
360基礎研究

2002

313（発電関連）エネルギー 17（有効利用）
425（実用化）地球環境　　
28国際標準創成
13113合計
10110物質・材料

2001

18（発電関連）エネルギー 416（有効利用）
234（基礎）地球環境　　　　 111（実用化）
18179合計
560物質・材料

2000 113（実用化）地球環境　　
111国際標準創成
784合計
362物質・材料

1999

421（発電関連）エネルギー 19（有効利用）
422（実用化）地球環境　　
26国際標準創成
14120合計
570物性

1998

418（発電関連）エネルギー 25（有効利用）
218（基礎）地球環境　　　　 18（実用化）
14119合計
480物性

1997 112（実用化）地球環境　　
592合計
364物性

1996
322エネルギー
117（基礎）地球環境　　　　 37（実用化）
10110合計
557物性

1995
416エネルギー
27（基礎）地球環境　　　　 15（実用化）
1285合計
668物性

1994 110（実用化）地球環境　　
778合計
565物性

1993
216エネルギー
219（基礎）地球環境　　　　 27（実用化）
11107合計
570物性

1992
39エネルギー
213（基礎）地球環境　　　　 16（実用化）
1198合計
659物性1991
644物性1990
421物性1989
420物性1988 442生体

国際共同研究助成事業（NEDOグラント）申請採択状況表
（1988年度～2005年度）
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Grant Applications Received and Grants Awarded for the International Joint Research 
Program（NEDO Grant）from FY1988 to FY2005

Grants AwardedApplications ReceivedResearch AreaFiscal Year
17224International Standard Development

Total

5124Industrial Technology
593Basic Research
71850Materials
442Biological Functions
33204Energy 
32300Global Environment       
1671837Total
12199International Standard Development2005
5124Industrial Technology

2004 143Energy
044Global Environment
6211Total
233Basic Research

2003 123（Practical）Global Environment　　
356Total
360Basic Research

2002

313（Relating to Power Generation）Energy 17（Efficient Use）
425（Practical）Global Environment　　
28International Standard Development
13113Total
10110Materials

2001

18（Relating to Power Generation）Energy 416（Efficient Use）
234（Basic）Global Environment 111（Practical）
18179Total
560Materials

2000 113（Practical）Global Environment　　
111International Standard Development
784Total
362Materials

1999

421（Relating to Power Generation）Energy 19（Efficient Use）
422（Practical）Global Environment　　
26International Standard Development
14120Total
570Materials

1998

418（Relating to Power Generation）Energy 25（Efficient Use）
218（Basic）Global Environment 18（Practical）
14119Total
480Materials

1997 112（Practical）Global Environment
592Total
364Materials

1996
322Energy
117 （Basic）Global Environment 37（Practical）
10110Total
557Materials

1995
416Energy
27（Basic）Global Environment 15（Practical）
1285Total
668Materials

1994 110（Practical）Global Environment　　
778Total
565Materials

1993
216Energy
219（Basic）Global Environment 27（Practical）
11107Total
570Materials

1992
39Energy
213（Basic）Global Environment 16（Practical）
1198Total
659Materials1991
644Materials1990
421Materials1989
420Materials1988 442Biological Functions
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インターナショナル分野

1．実施中の研究課題

＜2007年度採択の研究課題＞ ページ

07E51002a　マルチフェロイクスセンサ素子のナノ構造設計と材料探索  ………………………２０

07E51006a　イオン液体を用いた新しいガス分離・精製方法の開発  ……………………………２２

07E51201a　印刷プロセスによる有機トランジスタ集積回路の電子人工皮膚応用  ……………２４

07E51203a　ニワトリ卵を用いた有用蛋白質大量生産法の基盤技術の開発  ……………………２６

07E52001a　ASEAN諸国における角度標準技術の高度化と国際比較の確立に関する研究  ……２８

07E52009a　オホーツク海・北太平洋亜寒帯における海洋基礎生産減少の要因解明および海洋

　　　　　　CO2吸収量への影響評価と予測  …………………………………………………………３０

2．終了した研究課題

＜2006年度採択の研究課題＞

06D48501d　高圧雰囲気下で有効なプラズマジェットトーチの開発  ……………………………３２

06D48512d　VECSELを利用した高効率連続波深紫外レーザ光源の開発  ………………………３４

06D48515d　ナノピペットプローブ顕微鏡を用いた単一プローブ分子アレーの創製と

　　　　　　超高感度バイオチップシステムの構築  ………………………………………………３６

06D48522d　ロール・ツー・ロール印刷技術による大面積MEMS画像ディスプレィの開発  …３８

06D49501d　新規アシル基転移酵素の創出と、それを利用した遺伝子組換え植物による

　　　　　　生分解性ポリエステルの効率的な生産法の開発  ……………………………………４０

06D49514d　高輝度放電灯ヘッドランプ駆動用小型非鉛圧電トランスの実用化に関する研究  …４２
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International Category

1．Ongoing Projects

＜Projects Adopted in FY2007＞ Page

07E51002a　Nano-Scale Engineering and Exploration of New Functional Materials 

　　　　　　toward the High Performance of a Multi-Ferroic Sensor Device  ………………２１

07E51006a　Using Ionic Liquids in the Development of New Gas Separations

　　　　　　Methodologies  …………………………………………………………………………２３

07E51201a　Printed Organic Transistors for Artificial Electronic Skin Applications  …………２５

07E51203a　Development of Technologies for Protein Mass Production

　　　　　　Using Chicken Eggs  ……………………………………………………………………２７

07E52001a　Research on the Advancement of Angle Standard Technology 

　　　　　　and the Establishment of International Comparison in ASEAN Countries  ……２９

07E52009a　Elucidation of Causes of Phytoplankton Decrease in the Sea of Okhotsk 

　　　　　　and the North Pacific, and Evaluation and Prediction of Its Impacts 

　　　　　　on the CO2 Uptake  ………………………………………………………………………３１

2．Past Projects

＜Projects Adopted in FY2006＞

06D48501d　Development of Effective Plasma Jet Torch under High Pressure  ……………３３

06D48512d　Development of Efficient Continuous-Wave Deep-UV Laser Sources 

　　　　　　Utilizing VECSEL Devices  ……………………………………………………………３５

06D48515d　Fabrication of Single Molecule Arrays Using a Nanopipette Probe Microscope 

　　　　　　for the Development of Highly Sensitive Biochip Systems  ………………………３７

06D48522d　Development of Large Area MEMS Image Display by Roll-to-Roll 

　　　　　　Printing Technology  ……………………………………………………………………３９

06D49501d　Production of Bio-Based Plastic in Plants; Regulation of Monomer Composition 

　　　　　　Using Artificially Engineered Enzymes  ………………………………………………４１

06D49514d　Development of a Lead-Free Piezoelectric Transformer for 

　　　　　　HID Automotive Headlamp  ……………………………………………………………４３
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◆研究代表者

　・松本　祐司

　（東京工業大学応用セラミックス研究所：日本）

◆共同研究者

　・Mikk Lippmaa（東京大学物性研究所：日本）

　・竹内　一郎（Maryland大学：米国）

　・Valanoor Nagarajan

　　（New South Wales大学：オーストラリア）

◇研究期間：２００７年９月～

1．研究の概要
室温で動作する高感度の応力・磁場センサ開発は、走査

型磁性プローブ顕微鏡への応用などの基礎科学研究や情報

通信分野のためばかりでなく、これからの安全・安心な社

会の構築には必要不可欠な産業技術分野の１つである。身

の回りの様々な危険を前もって感知し、危険を回避する電

子制御システムはもちろん、�������	�
����
�などの医

療応用も期待されている。そうした磁場センサ開発、特に

微細化が求められる用途では、センサを構成する薄膜材料

開発とそのナノ加工技術、およびデバイス化の３つの技術

要素をうまく融合させることが、成功のカギを握る。本研

究チームは、この３つの技術要素に関連するオリジナルな

技術シーズを供することの出来る国内外の研究者から構成

されている。固体化学を専門とする独自のナノ構造体制御

技術を有する東工大�と固体物理を専門とする強相関相転

移現象を利用した新しい応力センサ材料のコンビナトリア

ル探索に精力的な東大�、��������	�
��	���	��を用いた

ハイスループット評価に実績のある�������	
�����大�、

マルチフェロイクス材料をベースとする新しい磁場センサ

を試作している��������大�である。これら４つの�が、

それぞれの長所を生かし、密に連携をとりながら、����

を用いて作ったカンチレバーをベースとした���薄膜の磁

場センサの超感度化・微細化そして多機能化に取り組むこ

とを本研究課題の目的とする。具体的には、

�　ナノコンポジットマルチフェロイック材料の開発

�　弾性応力センサ材料のコンビナトリアル探索

�　マルチフェロイックスセンサデバイス開発

よって、感度��以下、空間分解能１０μ�以下のマルチ

フェロイックス複合ナノ材料を用いたカンチレバー型交流

磁場センサの開発に挑戦する。

２．将来への展望
現在磁場センサはありとあらゆる分野で使われておりこ

れからも各種テクノロジー（医療機器、自動車産業など）

で重要な役目を果たしていくと考えられる。本研究課題で

提案する磁場センサは、カンチレバーをベースとしたマル

チフェロイクスセンサデバイスで、室温で動作するものの

うち、感度では類似の既存のセンサの性能を凌駕する革新

的な技術である。特にこのセンサーアレイが可能になると、

一般に普及している心電図より非常に優れているとされる

�������	�
����
�（���）装置の大幅な低コスト化、お

よび汎用性の向上が期待され、この分野に与えるインパク

トは大きい。

カンチレバー素子の開発はここ１～２年で、アレーデバ

イスの開発及び超高感度の実証は２～４年で進める予定で

ある。��終了後の具体的な応用開発は、これを契機に各企

業との連携を強め、３～５年単位で実用化を目指したい。
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1．Outline of the Research
Development of highly sensitive elastic and/or magnetic 

sensor devices operated even at room temperature is one 
of the important technologies not only for basic interests in 
scientific applications such as a scanning magnetic force 
microscope, but also for establishment of more comfort-
able society in safety & security. For example, such a sen-
sor device could be used to avoid various risks in our daily 
life. Medical applications of this sensor device such as 
Magnetocardiogram（MCG）are also expected. The devel-
opment of such magnetic sensor devices, especially nano-
scale engineered functionalities of which are required, nec-
essarily involves the following key stuffs: finding new sen-
sor materials, nano-scale manufacturing of them and de-
signing of the device structure to show the best 
performance. The present PJ team consists of interna-
tional research members; all of them can provide their 
original seeds of science and technology related to this PJ: 
Tokyo Tech. Group has a specialty in self-organized manu-
facturing of nano structures, Tokyo Univ. Group experts in 
combinatorial exploration of new sensor materials based 
on solid state physics, New South Wales Univ. Group has 
good experience at high throughput screening of ferroelec-
tric materials with a piezoforce microscope and Maryland 
Univ. Group has already made plot type magnetic sensors 
based on multiferroic materials. These 4 groups are tightly 
collaborative to develop a highly sensitive, nano cantilever 
type magnetic sensor device, the sensitivity and spatial 
resolution of which are aimed to be less than 1pT and 10μ
m, respectively. 

2．Future Developments
In modern society, the magnetic sensors have already 
been widely used, and will have more important roles in 
various technological fields such as medical services and 
car industry. The magnetic sensor proposed in this PJ is a 
multiferroic sensor device based on the nano cantilever. It 
will be innovative in sensitivity, being superior to the exist-
ing similar sensors operated at room temperature. Further-
more, if the sensors may be used in the array, the present 
MCG system, which excels in the conventional electrocar-
diogram will become remarkably low in cost and more ver-
satile; As a result the present PJ would give strong impact 
on this field.
We plan to develop a nano cantilever device in 1～2 
years, and to fabricate the sensor device array to verify its 
high sensitivity in 2～4 years. After this PJ, we hope that 
we will go further development of this sensor device for 
real applications, in partnership with several companies for 
the next 3～5 years.

07E51002a
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1．研究の概要
イオン液体は不揮発性・難燃性で大気中へのエミッショ

ンが防げる低環境負荷溶媒であり、二酸化炭素、���、���

などの酸性ガスを大量かつ選択的に物理吸収する特徴をも

つ。この特徴を利用した物理吸収法による高効率・省エネ

ルギーかつクリーンな新しいガス分離・精製技術の開発が

期待されている。そのためには、最も優れたガス吸収能力

をもつイオン液体の開発と吸収特性のモデル化が必要であ

る。そこで本研究では、［１］水晶振動子を用いた微量・

迅速ガス溶解度測定法により、様々なイオン液体のガス吸

収特性を調べ、ガス吸収液としてのイオン液体の最適化お

よび開発を進める。［２］開発したイオン液体について、

高圧条件下を含む広い圧力・温度範囲におけるガス吸収特

性を明らかとし、それに基づきモデル化や精密な状態方程

式を提案する。さらに、［３］種々の条件下でイオン液体

を用いた膜分離法ならびに接触吸収法により混合ガスの分

離・精製試験を行い、その性能を評価する。これらの研究

を国際的なネットワークを利用して進めることで、ガス吸

収特性に優れたイオン液体の開発ならびに諸物性の解明を

早期に達成し、プロセス基盤技術の確立を目指す。

２．将来への展望
地球温暖化ガスの中心である二酸化炭素を分離・回収し、

貯留・隔離する技術は、京都議定書の発効に見られるよう

に、産業界のみならず社会的にも重要な国際的課題である。

また、水素燃料は次世代のクリーンエネルギー源として注

目されており、今後高圧水素の需要が益々増加すると予想

される。イオン液体を用いた物理吸収による分離・精製法

は、圧縮状態にある高圧ガスの処理に好適であり、二酸化

炭素の分離・回収や高純度水素精製などにおいて、将来的

にキーテクノロジーとなることが期待される。さらに、イ

オン液体は電気化学や化学反応の媒体を始めとして、分析

科学、材料科学、ライフサイエンスなど様々な分野での利

用が進められており、イオン液体という新しい液体の科学

を構築するという視点からも本研究は重要である。

インターナショナル分野

07E51006a イオン液体を用いた新しいガス分離・
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1．Outline of the Research
Ionic liquids（ILs）are a class of environmentally benign 

solvents to prevent the emission to air because of their 

less volatile and nonflammable natures. ILs have very high 

and selective solubilities of acidic gases such as carbon di-

oxide, SOx, and NOx. This unique physical absorption 

property should open new gas separations methodologies. 

Thus, it is of great importance to develop excellent ILs with 

high gas solubilities and to generalize the absorption 

behaviors. In the present study,［1］first, gas solubilities 

in a variety of ILs are investigated by quick quartz crystal 

microbalance measurements, and desirable absorbers are 

optimized.［2］Second, the gas absorption behaviors for 

the developed ILs are examined over a wide range of tem-

perature and pressure, and the precise equation of state is 

proposed.［3］Third, gas separation and purification tests 

are carried out under various conditions by membrane and 

contact absorption techniques, and the efficiency is 

evaluated. These research contents are promoted based 

on the international collaboration. The objective is to 

achieve the fundamental and process technologies for the 

new gas separation methodologies using ILs at the early 

stage. 

2．Future Developments
Capture and storage of greenhouse carbon dioxide is 

one of the most crucial issues from industrial and social 

viewpoints in the world as the Kyoto Protocol became 

effective. Hydrogen has also attracted much attention as a 

clean fuel in the future generation, and the high-pressure 

hydrogen is going to be much in demand. Ionic liquids will 

promise to play an key technology in such carbon dioxide 

separation and hydrogen purification techniques because 

the physical absorption is rather suitable for high-pressure 

condition. Moreover, since use of ILs has spread over a va-

riety of scientific fields, analytical, material, and biological 

science as well as electrochemistry and organic/inorganic 

reaction, this project would provide an important insight 

into the new liquid science for ILs.
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1．研究の概要
アンビエント・エレクトロニクスは、人間が意識しない

階層にエレクトロニクスが溶け込み、人々の生活を安心・
安全・豊かにする次世代技術である。
シリコンを中心とした既存のエレクトロニクスでは、デ

バイスの寸法を微細化することによって低消費電力化、低
コスト化、高速化が同時に実現できた。ところが、シリコ
ンデバイスがナノ寸法まで微細化されて目に見えなくなっ
てしまう一方で、人間と等身大の大面積のエレクトロニク
スが重要性を増してきている。特に、安心・安全・豊かな
社会を実現するためには「仮想空間」で電子が計算する速
度を上げるだけでは限界があり、これからのエレクトロニ
クスは人間が生活する「実空間」に発展すると考えられる。
人間の「実空間」と電子の「仮想空間」を橋渡しするイン
ターフェースを作るとなると、人間と等身大の大面積のセ
ンサやアクチュエータが必ず必要になる。
我々は、有機トランジスタの大面積性、軽量性、可とう

性に着目し、アンビエント・エレクトロニクスに必要な大
面積のセンサやアクチュエータに応用するという独自の研
究を世界に先駆けて展開してきた。具体的には、プラス
ティックシート上に有機トランジスタと多種のセンサやア
クチュエータを集積化し、電子人工皮膚やワイヤレス電力
伝送シートを試作するなど新用途を次々に提案・実証して
いる。
大面積シート集積回路は、単位面積当たりの製造コスト

を低減するため、真空プロセスとフォトリソグラフィーを
ベースにした従来手法ではなく、印刷プロセスやロール・
ツー・ロール・プロセスによって製造されなければならな
い。印刷プロセスによって製造された有機トランジスタに
ついては、国内外から報告されているが、いまだ単体デバ
イスの試作レベルであるか、もしくはディスプレイ用途に
限定した開発で、センサ応用はなかった。我々は、スクリー
ン印刷とインクジェットを組み合わせた独自の印刷プロセ
スによって、高分子フィルム上に電子人工皮膚を試作し、
実際に圧力分布の計測に成功している。
本研究では、電子人工皮膚などフレキシブル大面積シー

トデバイスの特性を実用レベルにまで向上することを狙い
としている。特に、サブピコリットル・インクジェットと
自己組織化単分子膜を融合した独自の製造技術によって、
低コスト化で重要な役割を担う有機トランジスタを微細化
する。さらに、細化された有機トランジスタを活用し、セ
ンサ応用に特化して最適化を進め、世界最速の大面積シー
ト集積回路を実現する。

２．将来への展望
印刷による製造法は、必要な場所に必要な量のインクを
塗布するため材料の無駄が少なく、さらにエネルギー消費
も少ない究極の低環境負荷プロセスである。天然資源の少
ないわが国に相応しい製造の形態に転換することによって、
先進的な超省エネルギー産業構造を実現できると期待され
る。
究極性能の印刷プロセスを駆使して、ディスプレイ以外
の新しいアプリケーションを実用レベルまで高めることに
よって、アンビエント・エレクトロニクスという視点で有
機トランジスタはシリコン産業と大きな相乗効果を生み、
わが国の基幹産業であるエレクトロニクス分野において確
固たる国際競争力を獲得していくものと期待される。
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1．Outline of the Research
In view of the tremendous technical challenges for realiz-

ing next-generation information technology, organic semi-
conductors have attracted significant attention since the 
emerging electronics based on them have features that 
are complimentary to main stream electronics based on 
silicon. Thanks to the recent advent of organic transistors, 
the emergence of a new class of electronics makes full 
use of the unique features of organic semiconductors, 
such as the ultralow cost, low weight, and flexibility, is be-
coming more realistic. With this background, our group dis-
cerned that large-area circuits could be easily fabricated 
using organic transistors, which are essential for certain 
applications, and has developed large-area sensors and 
actuators using organic transistors. More accurately, we 
have integrated various types of sheet-type sensors and 
sheet-type actuators with organic transistors on plastic 
films and have demonstrated the world’s first electronic ar-
tificial skins（Eskins）, sheet-type Braille displays, and 
many other sheet-type devices.
In the forthcoming ambient electronics era, multiple elec-

tronic objects are scattered on walls, ceilings or in imagina-
tive locations and interact each other to enhance safety, 
security and convenience. For implementation of many 
electronic objects in our daily life, large-area sheet-type de-
vices are needed and organic transistors are expected to 
play an important role.
A flexible pressure sensor is suitable for an electronic ar-

tificial skin（E-skin）. Although the mobility of organic semi-
conductors is approximately two or three orders of magni-
tude less than that of poly- and single-crystalline silicon, 
the slower speed is tolerable for most applications of large-
area sensors. In particular, for the fabrication of E-skins, 
the integration of pressure sensors and organic peripheral 
electronics avoids such drawbacks of organic transistors, 
while taking advantage of their mechanical flexibility, large 

area, low cost, and relative ease of fabrication.
An active matrix of organic transistors, row decoder, and 
column selector are assembled by a physical cut-and-
paste procedure to develop integrated circuits（ICs）for 
data readout. Three functional films － an interconnection 
layer, a pressure-sensitive rubber sheet, and a top elec-
trode for power supply － are then laminated together with 
the organic ICs. 
We will develop a unique manufacturing process by 
combining a subpicoliter inkjet and a self-assembled mo-
lecular monolayer. This manufacturing process will be ap-
plied to realize high-performance organic transistors, 
which are essential components for E-skin. Previously, we 
successfully manufactured the printed organic transistor in 
top contact geometry whose channel length was 30 mi-
crons by employing an inkjet. In this activity, this technol-
ogy will be optimized further and organic transistors of a 
micron dimension will be realized. In order to meet the 
stringent demands of truly large-area integrated circuits, a 
self-assembled molecular monolayer will be applied to the 
gate insulator layer of organic transistors; thus, organic 
transistors with ultralow power consumption will be 
realized. 

2．Future Developments
The hardware for next-generation electronic devices 
must be manufactured using a process that is compatible 
with the sustainable society of the future. In this research, 
we will establish a novel printing manufacturing technology 
and apply it to fabricate high-performance organic transis-
tors that play a key role in developing cost-effective elec-
tronic devices. This printing technology has low environ-
mental impact, high throughput, and can generate ultra-
high definition patterns using functional molecular inks.

07E51201a
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1．研究の概要
近年、研究や医療あるいは工業といった分野での組み換

え蛋白質の需要は増え続けている。とりわけ、モノクロー

ナル抗体など医療分野での蛋白質の需要は近年急速に拡大

している。医療用の蛋白質を生産するためには大規模なバ

イオリアクターが必要であるが、システムの作製と維持に

は大きな手間と費用がかかる。これを解決する試みの一つ

に医療用蛋白質を生産するトランスジェニック動物を作製

するというものがあり、実際これまでに羊やヤギをはじめ

とする様々な家禽を用いたトランスジェニック動物の作製

が試みられてきた。中でもトランスジェニックニワトリは

卵に大量に蛋白質を含むこと、世代時間が短いため作製に

かかる時間が短くかつ規模の拡大が容易なこと、必要なス

ペースが他の動物に比べて少ないことなどからバイオリア

クターとして有望視されている。しかしながら、エピジェ

ネティックな遺伝子発現抑制やその他の原因により、大量

の組み換え蛋白質を世代を超えて生産できるニワトリの開

発には至っていない。本研究ではこれら問題を解決し、ニ

ワトリ卵中に大量の蛋白質を生産する技術の開発を目指し

ている。近年、ニワトリ始原生殖細胞の長期間培養と生殖

系列への分化技術が開発されてきており、これら技術と遺

伝子発現制御技術との統合により研究課題の達成を目指す。

２．将来への展望
組み換え蛋白質の大量合成はバクテリア、酵母、植物な

どで行われている。これらの生物と比較した場合、ニワト

リは蛋白質合成後の糖鎖修飾過程がヒトのそれとほぼ同じ

であることが大きな利点と考えられる。サイトカインや抗

体といった多くの医療用蛋白質は自然界で糖鎖修飾を受け

ており、このことが蛋白質の構造や機能と密接に関わって

いる。このため、効果的な医療用蛋白質を生産するバイオ

リアクターとしてのトランスジェニックニワトリ作製に大

きな期待が持たれる。また、バイオリアクターとしての活

用だけではなく、トランスジェニックニワトリ技術は耐病

性のあるニワトリの開発や低アレルギー性や低コレステ

ロールの卵を産む雌鳥の開発などにも適用可能と考えられ

る。加えて、本研究はニワトリを用いた遺伝学や、発生生

物学、先天疾患といった重要な研究課題に迫るための有用

な技術に繋がるものと期待される。
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（National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology: Japan）

◆Research Team Members

・Juan Carlos Izpisú a Belmonte

　　（The Salk Institute for Biological Studies: USA）

・Concepcion Rodriguez Esteban

　　（The Salk Institute for Biological Studies: USA）

・Joaqu�n Rodr�guez Leó n

　　（The Centre of Regenerative Medicine in Barcelona: 

Spain）

◇Duration: Sep. 2007～

1．Outline of the Research
Demand for recombinant proteins in research, medicine, 

and industry has been increasing. Specifically, the market 

for pharmaceutical proteins, such as monoclonal antibodi-

es, has rapidly expanded in recent years. In order to pro-

duce pharmaceutical quality proteins, industrial bioreac-

tors are required, but setting up and maintaining an entire 

bioreactor system is expensive and complex. One attrac-

tive solution this problem is generating transgenic animals 

to produce the pharmaceutical proteins. The production of 

pharmaceutical proteins has been demonstrated in trans-

genic animals, including sheep, goats, cattle, rabbits, and 

chickens. The use of transgenic chickens as bioreactors 

may have several advantages, including high protein pro-

ductivity in eggs, a shorter timescale for setup, ease of 

scale up, and small space requirement. However, due to 

epigenetic gene suppression and/or other reasons, recom-

binant protein synthesis using transgenic chickens with 

high yield, high fidelity, and heredity has not been 

successful. In this project, we will develop the technolo-

gies to produce large amounts of recombinant protein in 

chicken eggs without epigenetic transgene silencing. Re-

cently, a long term culture of chicken primordial germ cells 

has been developed giving the best rate of germline 

transmission. We will focus on this system, in combination 

with the use of gene expression technology and try to de-

velop the most efficient way of producing transgenic 

chickens.

2．Future Developments
The large-scale production of recombinant proteins has 

been done by using bacteria, yeast, and plants. Compared 

to these organisms, the chicken has the advantage of post-

transcriptional protein modification. In contrast to the 

above named organisms, in chicken cells, proteins are gly-

cosylated in much the same way as in humans. Most of 

the pharmaceutical proteins such as cytokines and anti-

bodies are glycosylated in nature, and this protein modifi-

cation is frequently linked to the protein structure and 

function. As such, it is highly anticipated that transgenic 

chickens will work as bioreactors to produce effective phar-

maceutical proteins. In addition to the use of transgenic 

chickens as bioreactors, there are many other possible ap-

plications, including development of disease resistant 

chickens, and development of transgenic hen that produce 

modified eggs such as those that contain low allergenic or 

low cholesterol. Furthermore, this project will open the way 

for chicken genetics and provide a useful tool for address-

ing important issues in developmental biology and 

diseases. 

07E51203a

International Category

Development of Technologies for Protein 
Mass Production Using Chicken Eggs
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◆研究代表者
　・渡部　　司（産業技術総合研究所：日本）

◆共同研究者
　・Anusorn Tonmueanwai（NIMT：タイ）
　・Watcharin Samit（NIMT：タイ）
　・Agustinus Praba Drijarkara
　　（KIM-LIPI：インドネシア）

◇研究期間：２００７年９月～

１．研究の概要
各国の角度の国家標準装置はサインバーの原理や自己校

正原理など校正原理が異なるだけでなく、校正対象とする
角度計測器もオートコリメータ、ポリゴン鏡、ロータリエ
ンコーダや水準器などと、それぞれ異なり統一性が無い。
このことが角度標準のグローバルな世界相互承認の確立へ
の障壁となっている。近年、日本企業による�����諸国へ
の進出傾向が拡大しており、これに伴い�����諸国におけ
る製品の品質向上と安心安全への要求が高まり、その品質
を定量的に測定するための計測技術の確保も大きな要求と
需要となってきている。このため�����諸国には諸外国と
同様な能力を有する計測標準のトレーサビリティ体系を早
急に確立することが期待されている。当該研究の目的は
　①　自己校正方式に基づく低価格で汎用性がある角度校

正装置を共同で開発する。目標精度は０．１秒であり、
国の角度標準器としてそん色ない装置とする。校正対
象とする角度計測器をオートコリメータ、ポリゴン鏡、
角度ゲージ、ロータリエンコーダ、角度干渉計や水準
器とする。

　②　それぞれの国が所有する異なる校正原理を持った装
置をユニバーサルな立場で精度評価することが可能か
を検証する。

　③　当該研究で予定しているロータリエンコーダの持ち
回り測定を、角度の新しい国際比較として、�����諸
国の参加研究機関と提案する。

　④　高精度な角度標準体系を提案し、整備途上にある国
に対して速やかな普及が可能であるかを検証し、ひい
ては世界レベルで統一された角度標準体系構築の実現
性について検討する。

これらの事業を通して日本企業が必要としている
�����諸国の計測標準に関する知的基盤を確立すること
が最終目的である。角度標準の相互承認を高度化するため、
社会ニーズにあった新しい国際比較を�����諸国が先導
的に行う。�

２．将来への展望
角度計測器の市場は、工作機械、ロボット、半導体・液
晶製造装置などの生産が拡大していることが追い風になっ
ており、その生産量が増加している。当該研究の自己校正
機能付きロータリテーブルはその高精度な評価を可能とし、
世界規模の広範囲な産業界のものづくり全般に関る基盤技
術であるため、その効果は大である。また世界の標準研究
所においても、ロータリエンコーダの校正を高精度に行っ
ている国は日本とドイツのみである。オートコリメータの
校正も数カ国程度である。したがって、当該研究により多
くの角度計測器の校正を可能にする技術を獲得することは、
�����諸国の技術力を一気に世界レベルまで上げること
になる。このことは、安心安全な製品開発と販売が可能に
なり、精度の高度化は、新たなシーズを生み出しイノベー
ションを加速化する起爆剤になる。世界の標準研究所のみ
ならず、校正原理の単純さと装置構造の手軽さから、中小
企業の標準器として普及する実用化も想定できる。最後に
省エネルギー化への貢献としては、角度の計測精度が向上
することにより、回転機構を持つ製品の加工精度が向上し、
これまでのベアリング、歯車等の強度向上、高効率化や小
型化が進み、これらを内蔵する製品の省エネルギー化や、
それらの製品製造用設備に内蔵された場合には生産時の排
出ＣＯ２の削減に役立つことが期待できる。

07E52001a

インターナショナル分野

ASEAN諸国における角度標準技術の
高度化と国際比較の確立に関する研究

WatcharinWatcharin 渡部渡部AnusornAnusorn PrabaPraba
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◆Research Coordinator
　・Tsukasa Watanabe（Japan Advanced Institute of 

Science and Technology: Japan）

◆Research Team Members
　・Anusorn Tonmueanwai（NIMT: Thailand）
　・Watcharin Samit（NIMT: Thailand）
　・Agustinus Praba Drijarkara（KIM-LIPI: Indonesia）

◇Duration: Sep. 2007～

1．Outline of the Research
The national standard equipments for an angle of each 

country use different calibration principles like a sign bar, 
or some of self-calibration principles. Furthermore, the an-
gle standard instruments can calibrate specific angle de-
vice corresponded to its calibration principle, like an auto-
collimator, polygon mirror, and a rotary encoder and a 
level respectively. This non-unity makes the barrier of es-
tablishing a global mutual recognition for an angle 
standard.
In recent years, many Japanese companies have been 

expanded their business to ASEAN countries, such com-
panies has demand to establish good metrology traceabil-
ity system for improving in quality and safety of their 
products.　For this reason, ASEAN countries are ex-
pected to establish the standard traceability system imme-
diately for measurement which has the same capability as 
many foreign countries.
Based on this scientific background, the purpose of this 

research project is set to as follows.
1：Development of the low price angle calibration equip-
ment based on a self-calibration system. The target ac-
curacy is 0.1 arcsec or better and it can calibrate the 
many type of angle measurement devices like autocolli-
mator, rotary encoder and so on.

2：Verification of possibility to check accuracy of the differ-
ent calibration principle equipments which each country 
owns in a universal position by using this rotary table 
with self-calibration function.

3：Propose round-robin comparison using a rotary encoder 
as new international comparison of an angle.

4：Propose the highly accuracy angle standard traceability 
system based on a rotary table with self-calibration func-
tion, and verify possibility of prompt spread of this rotary 

table to the world. Furthermore, the implementability of 
construction of the angle standard system unified on the 
world level is examined.
It is the final target to establish the intellectual base about 
the measurement standard of the ASEAN countries which 
Japanese companies need through this research. Thus, in 
order to develop the standard mutual recognition for an an-
gle, ASEAN countries perform the new international com-
parison suitable for social needs pacesetting.

2．Future Developments
The rotary table with a self-calibration function can cali-
brate various angle measuring devices with high precision. 
Since a measurement standard is the base technology in 
connection with the worldwide production, this research 
makes big influence on the industrial world. Moreover, 
now Japan and Germany only can calibrate a rotary en-
coder with high precision, and only several countries can 
calibrate an autocollimator. Therefore, when our research 
team can get the technology which can calibrate many an-
gle measuring devices in this research, the technical 
power of ASEAN countries rise to the top of a world level 
at the same time. Since this rotary table with self-calibra-
tion function has simple calibration principle and handi-
ness of equipment structure, so that it is expected that not 
only the standard research institute in the world but small 
and medium-sized enterprises will be used as a standard 
machine.

07E52001a

International Category

Research on the Advancement of Angle Stan-
dard Technology and the Establishment of In-
ternational Comparison in ASEAN Countries
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◆研究代表者
　・三寺　史夫（北海道大学低温科学研究所：日本）

◆共同研究者
　・中村　知裕（北海道大学低温科学研究所：日本）
　・西岡　　純（北海道大学低温科学研究所：日本）
　・小埜　恒夫（北海道区水産研究所：日本）
　・津旨　大輔（電力中央研究所：日本）
　・Y. Volkov（極東水文気象研究所：ロシア）
　・P. Fayman（極東水文気象研究所：ロシア）

◇研究期間：２００７年９月～

１．研究の概要
植物プランクトンの増殖（基礎生産）は海洋の食物連鎖

の基礎であるとともに、炭素を固定し二酸化炭素を大気中
から除去するため、地球環境にとって重要なプロセスであ
る。親潮域・北西亜寒帯域は植物プランクトンによる二酸
化炭素吸収の効率が世界で最も高い海域であるが、近年基
礎生産力が減少傾向にあることが指摘されている。これは、
温暖化に対する応答である可能性が高い。そのメカニズム
として、�植物プランクトンにとって必須の微量元素であ
る鉄の、オホーツク海からの流出量が減少すること、�降
水量が増えて海洋表面の成層が強くなり、下層からの栄養
塩供給量が減ること、が重要であると考えられている。仮
に親潮から北西北太平洋の基礎生産力がゼロになれば、一
年間に約�����の炭素固定能力を失うと見積もられている。
これは全海洋が吸収する１５％であり、日本全国の化石燃料
消費量に相当する莫大な量である。したがって、わずかの
減少でさえも影響が大きい。基礎生産力が減少しているの
は日本近海であり、したがって、温暖化が基礎生産に与え
る影響に対し科学的根拠を持って答えることは喫緊の課題
である。極東水文気象研究所の協力を得てロシア水域内の
未公開データを含む大量のデータの解析を行うとともに、
高解像度海洋生態系モデル、全球炭素循環モデルによる現
在および温暖化時のシミュレーションを行うことにより、
この問題を明らかにする。

２．将来への展望
最終的な目標は全球の炭素循環モデルを改良し、実用的

な予測につなげることである。変化に備えて適切な対策を
とることは温暖化抑制とともに重要なことであり、基礎生
産変動、炭素循環予測の高精度化は必須の課題である。そ
のためには、親潮域などの基礎生産力の長期変動と、海洋
環境・物質循環との関係を明らかにすることがまず大切で

ある。ロシア���内を含めた長期観測データと、これまで
にない高解像度海洋物質循環－生態系モデルを用いて、そ
れらの関係を明らかにしていきたい。
鉄分は海水にはほとんど溶けないが、植物プランクトン
が光合成をする際になくてはならない元素であり、栄養塩
豊富な亜寒帯の海洋では、鉄分が生物生産を制御している。
鉄分の起源は陸のため、従来は黄砂とともに海洋表面に飛
来するものと考えられてきた。しかしアムール川にも大量
の鉄分が溶けており、河川も有力な供給源との指摘がなさ
れている。本研究は、アジア大陸から北太平洋にかけての
大規模な物質循環過程と、���を含む炭素循環の接点を明
らかにするとともに、水産資源変動予測の基盤を築く事を
目指している。

07E52009a

インターナショナル分野

オホーツク海・北太平洋亜寒帯におけ
る海洋基礎生産減少の要因解明および
海洋CO2吸収量への影響評価と予測

ロシア極東水文気象研究所にて。
（左）三寺、（中央）Volkov所長、（右）西岡。
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◆Research Coordinator
・Humio Mitsudera
　（ILTS, Hokkaido University: Japan）

◆Research Team Members
　・T. Nakamura（ILTS, Hokkaido University: Japan）
　・J. Nishioka（ILTS, Hokkaido University: Japan）
　・T. Ono（Hokkaido Fisheries Institute: Japan）
　・D. Tsumune（Central Research Institute of Power 

Industry: Japan）
　・Y. Volkov（Far Eastern Region Hydrometeorological 

Research Institute: Russia）
　・P. Fayman（Far Eastern Region Hydrometeorological 

Research Institute: Russia）

◇Duration: Sep. 2007～

1．Outline of the Research
Primary production is an important process influential to 

global environment not only because it is a basis of food 
chain in the ocean, but also it removes CO2 from the 
atmosphere. It is the Oyashio and western North Pacific 
that absorb CO2 by phytoplankton most efficiently in the 
world. In the recent years, however, primary production 
tends to decrease in the Oyashio region. This may be a re-
sponse to global warming, where candidate mechanisms 
are: � Potential decrease of iron transport from the Sea of 
Okhotsk to the Oyashio due to weakening of intermediate-
level（200-800m）circulations, driven thermodynamically 
associated with sea ice formation; � Intensification of sur-
face stratification due to recent decrease of surface salini-
ty, which reduces nutrient supply from below. It is evalu-
ated that if primary production in this region reduced to ze-
ro, the ability of CO2 uptake there would lose 0.3Gt per 
year. This is 15% of CO2 absorbed by world ocean, and is 
also equivalent to the annual emission from Japan. There-
fore, small rate of decrease in absorption could cause sig-
nificant impact on CO2 uptake. The decrease of primary 
production occurs near Japan, and hence, we believe we 
have to elucidate its cause. In order to resolve this, we will 
analyze uncovered data in Russian EEZ with the collabora-
tion of the Far Research Hydrometeorology Research Insti-
tute of Russia. We will also conduct numerical simulation 
of present status of CO2 uptake using high resolution re-
gional ecosystem modeling. Finally, a global carbon-cycle 

modeling will be improved and utilized to evaluate effects 
on CO2 uptake due to global warming.

2．Future Developments
Overall goal of this project is to improve predictability of 
impacts of global warming on CO2 uptake in the Okhotsk 
Sea, Oyashio, and North Pacific. We are going to tackle 
this problem by improving physical and biogeochemical 
processes in the global carbon-cycle model. In order to do 
so, we first try to find out the relationship and mechanisms 
between primary production decrease and variations in 
material circulation. 
Iron is hardly resolved to the sea water. Nevertheless, it 
is one of essential elements for photosynthesis to occur in 
the ocean. Therefore, iron is used up quickly when phyto-
plankton blooms, so that it tends to limit primary produc-
tion in the subarctic North Pacific where nutrients such as 
nitrate and phosphate are abundant. Iron originates from 
land. Previously, it was thought that iron is transported 
through the air together with the yellow dust as aerosols. 
However, we have found that there are also iron pathways 
through the intermediate level of the Sea of Okhotsk to the 
western North Pacific. It is noteworthy that the Amur River, 
which contains a lot of iron, is located upstream of the 
intermediate-level circulation. That is, the river is a poten-
tial source of iron. This implies that land-use change due 
to human activity, as well as global warming, could cause 
impacts on primary production. We are trying to elucidate 
such a large-scale land（river）-ocean linkage spanning the 
region from the Asian continent to the North Pacific 
Ocean. Further, we also expect that results of this project 
would be a base for prediction and security of fisheries re-
sources as well.

07E52009a

International Category

Elucidation of Causes of Phytoplankton De-
crease in the Sea of Okhotsk and the North 
Pacific, and Evaluation and Prediction of Its 
Impacts on the CO2 Uptake
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◆研究代表者

　・滝田　謙一（東北大学：日本）

◆共同研究者

　・X． Qin（プリンストン大学：アメリカ）

　・Y． Ju（プリンストン大学：アメリカ）

　・廣田　光智（室蘭工業大学：日本）

◇研究期間：２００６年１１月～

１．研究の概要
本研究の目的は低圧から高圧まで広い雰囲気条件におい

て有効なプラズマジェットトーチ点火器を開発することで

ある。プラズマジェットは極めて高温な熱源であると同時

に、燃焼促進に寄与すると考えられる活性ラジカル（�，�，

�等）、電子（�－）、イオン（�２－，�２�３�＋等）、励起分子

（��＊等）、���（��，��２等）の供給源でもある。それら

を各燃焼器における燃料や雰囲気条件に最も適した組成で

噴射できれば極めて有効な着火および燃焼促進技術となり

うる。本研究では、特に、���が高圧において水素および

炭化水素系燃料に対して著しい着火促進効果を有すること

に注目し、作動ガスに酸素／窒素混合ガスを用いることに

より、���を適量、燃焼場に供給できるプラズマジェット

トーチを開発している。高圧になると再結合によるラジカ

ルやイオン等の失活反応が極めて速いのに対して、���は

一旦生成されると極めて安定なため、従来効果が期待でき

ないと考えられていた高圧雰囲気でもプラズマジェットの

着火・燃焼促進効果が現れると考えられる。

さらに、本研究ではプラズマ反応（電子衝突反応）と燃

焼反応（ラジカル反応）をカップリングさせた理論解析手

法の開発も目的としている。非熱プラズマによる着火・燃

焼促進技術の開発には電子衝突反応によるラジカル生成過

程を精度よく見積もることが重要である。

２．将来への展望
本研究において、低圧から高圧までの広い雰囲気条件下

でのプラズマジェットによる着火／燃焼促進技術が開発さ

れたならば非常に多くの燃焼技術に応用できる。例えば、

超音速流中での安定な着火および迅速な燃焼反応の完了が

要求され、将来型の宇宙往還機に搭載されると考えられて

いる超音速燃焼エンジン（スクラムジェットエンジン）へ

の適用、同じく非常に厳しい条件下での着火および燃焼が

要求されるガスタービン燃焼器への適用などが考えられる。

さらに、低公害ガス燃焼法である燃料希薄燃焼法や高温空

気燃焼技術への応用が考えられるであろう。希薄燃焼の安

定化はエネルギー問題にも貢献することとなる。また、本

研究においてプラズマ反応と燃焼反応をカップリングさせ

た着火・燃焼理論が構築されれば、プラズマ工学と燃焼工

学を融合させた新しい技術に結びつくと考えられる。

06D48501d

インターナショナル分野

高圧雰囲気下で有効なプラズマジェット
トーチの開発

後方列　左から３人目　Y. Ju、左から４人目　滝田謙一、
左から５人目　X. Qin 
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◆Research Coordinator

　・Kenichi Takita（Tohoku University: Japan）

◆Research Team Members

　・X. Qin（Princeton Univeristy: U.S.A.）

　・Y. Ju（Princeton University: U.S.A.）

　・M. Hirota

　　（Muroran Institute of Technology: Japan）

◇Duration: Nov. 2006～

1．Outline of the Research
　The purpose of this project is development of effective 

plasma jet（PJ）torch igniter in wide ambient conditions un-

der from low pressure to high pressure. In addition to the 

role of high temperature jet, the PJ torch is a source of ac-

tive radicals （O radical, H radical, N radical, --）, electrons 

（e－）, excited molecules（CH＊,---）, Ions（O2－, C2H3O＋, ---）

and NOx（NO, NO2, ---）, which strongly enhance ignition 

and combustion. In particular, the NOx considerably en-

hances ignition of hydrogen and hydrocarbon fuels under 

high pressure. Therefore, if a proper amount of NOx for ig-

nition and combustion enhancement is supplied to com-

bustion field from the N2/O2 PJ, the PJ can be a suitable 

igniter. The effective PJ under high pressure is a new tech-

nology because the NOx are very stable in contrast to ac-

tive radicals and ions of which life times are very short un-

der high pressure due to rapid recombination reactions.

　Moreover, development of analytical method to combine 

plasma reactions and combustion reactions is planned in 

this project. In such a study, electron-impact reactions and 

formation of radicals through those reactions are important 

and required for non-thermal plasma. 

2．Future Developments
If the ignition and combustion enhancement technology 

by the PJ torch under a wide range of ambient conditions 

from low pressure to high pressure is developed, this tech-

nology can be applicable to many combustion 

technologies. For example, it can be applicable to an igni-

tion system of the scramjet（supersonic combustion ramjet）

engine of the future space plane and forced igniter in a gas 

turbine combustor. Moreover, an ultra clean premixed 

combustion with low emission or high temperature com-

bustion technologies are other applications of this new 

technology. An attainment of stabilization of the lean com-

bustion contributes to energy problems. The coupling of 

plasma chemistry and combustion chemistry results in the 

new fusion technology between plasma technology and 

combustion technology.

06D48501d

International Category

Development of Effective Plasma Jet Torch 
under High Pressure



���

◆研究代表者

　・吉村　政志（大阪大学：日本）

◆共同研究者

　・Yushi Kaneda（アリゾナ大学：米国）

　・Li Li（アリゾナ大学：米国）

　・Mahmoud Fallahi（アリゾナ大学：米国）

◇研究期間：２００６年１１月～

１．研究の概要
気体媒質を使った��＋レーザが世界的に普及しており、

その連続波の４８８��発振光を波長変換させた��＋－���

（�������	
�����������
���）レーザ光源が市場に出始め

ている。平均出力数百��の連続波のこの紫外光が、半導

体の基板・マスク上の微小欠陥検査や、蛍光顕微鏡などの

応用、光通信用コンポーネントであるファイバブラッググ

レーティング（���）の作製に必要とされている。しかし

ながら、��＋レーザの稼働には数十��という非常に大きな

消費電力、さらに冷却水も必要とするため、電源設備も含

めた初期導入費用が高い。さらに、レーザチューブの定期

的な交換が必要になるため、維持費が高額になる他、レー

ザ損傷を生成しやすい波長変換結晶を使うことから、その

出力上限も大きく制限されていた。フォトンエネルギーが

大きい連続波の深紫外レーザ光源は、産業・医療用途に潜

在的に大きな需要を抱えているが、現状では��＋レーザを

基本波光源としているために普及が妨げられている。

本研究は新しいレーザとして近年欧米で研究が盛んにな

りつつある������を、その多重量子井戸のバンドギャッ

プ設計によって発振波長を９７６��とし、ホウ酸系非線形光

学結晶を内包する共振器���によって波長を��＋レーザと

同一波長に変換し、さらにもう一段の���により２４４��光

に変換して、連続波の深紫外光を全固体光源より得ること

を目的とする。従来の全固体紫外レーザ光源では、波長変

換を高効率に行うために擬似連続波の高繰り返しパルス

レーザが採用されており、波長も添加イオンの遷移エネル

ギーによって一義的に決まるため、紫外領域の波長選択性

が得られていなかった。

本研究では発振波長を設計することのできる������を

用い、サーボ技術を取り入れた外部共振器に入力された光

のエネルギーを共振器内部に閉じ込め、共振効果によって

強められた光強度を利用して連続波での波長変換効率を高

め、安定な連続波深紫外出力が可能な、これまでに無い新

しい紫外光源を開発する。

２．将来への展望
開発光源は小型で空冷式となるため、低消費電力で稼働

エネルギー削減による省エネ、初期設備投資のコスト減に

よる爆発的な普及が期待できる。応用分野の例としては、

広帯域���用ファイバグレーティング製造装置に組み込

まれている��＋レーザの���光、あるいは���エキシマレー

ザとの置き換えが考えられる。

また、現在、半導体素子配線の微細化に伴い、半導体基

板、パターンマスクでの欠陥検査には、波長２５０��付近の

紫外レーザが使用されている。本光源は、これら現行の検

査光源において置き換えが期待できることに加え、��：

���などの１０６４��光との和周波混合をさらにもう一段階

行うことで、波長２００��以下の画期的な連続波の全固体紫

外レーザ光源を開発することができる。すなわち、次世代

の４５��配線を目指した検査用光源への応用展開の可能性

を秘めている。
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1．Outline of the Research
Stringent requirements in the semiconductor manufac-

turing have been pushing the lithography technology as 
well as metrology. Lithography process with the CD of well 
under 0.1μｍ has been deployed for mass production. Op-
tical technology now seems to be capable of pushing its 
limit to below 0.05μm design rules, before EUV/Soft X-
Ray technology takes over.
One of the critical elements in this area of optical tech-

nology is the ultraviolet light sources, both for exposure 
tools and inspection instruments. As the feature size of the 
semiconductor device becomes smaller, the wavelength of 
the light to pattern or inspect, namely, “make and see” 
must become short. For the exposure tool, excimer lasers 
with 193.4-nm deep-UV light are currently used, but they 
are not suited for metrology applications for numerous rea-
sons; one of them is the limitation in the repetition rate － 
the number of pulses that the laser can emit.
In addition, such deep-UV lasers are useful and quite de-

sirable for material processing, including the fabrication of 
fiber Bragg grating（FBG）which is one of the key compo-
nent in the telecommunication technology.
In this research program, we combine the effort at 

Osaka University on the development of nonlinear optical 
crystal to generate deep-UV light, and the effort at Univer-
sity of Arizona to develop semiconductor disk laser, or Ver-
tical External Cavity Surface Emitting Laser（VECSEL）. 
The objective of this program is to develop a continuous-
wave, deep-UV laser source with a wavelength shorter 
than 250 nm. Such laser would be a suitable device for me-
trology as well as material processing, and can be a good 
replacement for 244-nm argon-SHG laser, which requires 
tens of kW of power and cooling water to operate. With 
semiconductor disk laser the device will be all-solid-state 
and efficient, and greatly reduce the size and installation 
as well as operational cost. The key in this development is: 
� The development of high-damage threshold, long-life 
deep-UV generation crystal, and � suitable input laser 

source to be converted to deep UV.
The element � is conducted at Osaka University, and 
the approach is to refine the growth technique of CLBO 
crystal. The element � is developed at University of Arizo-
na, and the approach is to use InGaAs quantum-well semi-
conductor gain material, pumped by high-power AlGaAs 
laser, to operate near 980 nm, and use intra-cavity SHG to 
generate the blue light near 490 nm. The laser will be en-
forced to single-frequency, allowing the use of external 
resonator for efficient conversion to deep-UV light near 
245 nm.

2．Future Developments
The result of the present program provides a suitable de-
vice for FBG manufacturing as well as for metrology appli-
cation in the semiconductor manufacturing area. Current 
manufacturing process for FBG utilizes the argon-SHG la-
sers at 244 nm or KrF excimer lasers at 248 nm, both re-
quires significant installation and operation cost. Sum-mix-
ing between 244-nm laser and conventional 1064-nm la-
ser yields 198-nm deep-UV laser light, enabling advanced 
inspection technology.
In addition, the potential of semiconductor disk laser and 
its nonlinear frequency conversion is not limited to the ma-
terial processing and metrology. Unlike the ionic transi-
tions in the crystalline material, the operating wavelength 
of semiconductor can be tailored to the design. Currently 
efforts are underway in numerous parties in the world to 
develop such laser devices for entertainment and display 
applications. For scientific application, it will open up new 
opportunities for spectroscopy applications.
Therefore it is an important development program to 
combine such novel laser device and frequency conver-
sion technology for industrial and scientific applications.
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１．研究の概要
ヒトゲノムの配列の解明後、遺伝子や診断の技術発展は

目覚しく、その成果を個人の遺伝子診断に生かして、さま
ざまな疾患の治療法をより効果的に行う、いわゆるテー
ラーメイド医療の時代が近い将来到来することが期待され
ている。特にバイオチップは、テーラーメイド医療の基盤
となる必須のツールとして大変注目を浴び、世界中で近年
盛んに研究されている。これは、主に光リソグラフィーに
よるシリコン半導体集積化技術などを用いて、���チップ
やプロテインチップなどの微小化、集積化が進められ、試
料の微量化やハイスループット化などが可能となったから
である。しかし、テーラーメイド医療において、細胞や組
織などから抽出される極微量サンプルを高感度、高精度で
分析・解析可能な技術が必要とされているが、従来のバイ
オチップの各区画（数十～数百マイクロメートル）では、
プローブ分子は、ランダムに配列されているため、プロー
ブ分子間の立体障害やプローブ分子の吸着量のバラつきな
どが生じ、感度、精度が不十分で、また信頼性、再現性を
得ることが困難となっている（図１左）。そこで、本研究
では、極微量の生体分子（���、タンパク質、小分子など）
を超高感度、超高精度で再現性よく分析・解析するために、
吸着・空間制御された極微小（数十～数百ナノメートル）
の単一プローブ分子アレーからなるバイオチップを作製す
ることを目的としている（図１右）。具体的には、プロー
ブ分子あるいはプローブ分子と表面上で反応する分子を結
合させた巨大分子を、電気泳動により一分子レベルで操作
可能な先端口径が数ナノ～数十ナノメートルのナノピペッ
トプローブ顕微鏡を開発し、高密度、高精度に空間を制御
しながら、数十～数百ナノメートルの微小な領域に巨大分
子を配列させる（図２）。その後、巨大分子を除去し、プ
ローブ分子を導入することにより、隣接分子との立体障害
がなく、吸着量が制御された、これまでに例のないバイオ

チップの開発を目指す。

２．将来への展望
本提案の目的が達成されれば、国民の「健康と長寿の達
成（よりよく生きる）」のために、望まれているテーラー
メイド医療や創薬開発に資する革新的なバイオツールの構
築が可能になるものと考える。また、単一分子を一分子単
位で制御して扱えるプローブ顕微鏡技術はこれまでにない
ため、本研究の目標を達成することにより、バイオテクノ
ロジー産業及び医療等の分野での単一分子をマニピュレー
トする新規産業シーズの創出に資すると考える。
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1．Outline of the Research
Since sequencing of the human genome, genetic and di-

agnostic technologies have developed significantly. Now, 
such technologies offer a route to “tailor-made（or person-
alized）medicine”, which provides a cure suitable for the 
genetic characteristics of each individual, will be open 
through personal genetic diagnosis in the near future. Bio-
chips have especially been studied recently as an essen-
tial basic tool for such tailor-made medicine. This is mainly 
because miniaturization and integration of DNA chip, pro-
tein chip, etc. make possible high-throughput analysis of 
trace-amounts of biological samples with the help of fabri-
cation technologies such as photolithography, inkjet, micro-
pipette spotting, etc. However, conventional biochip sys-
tems（spot size: several tens to hundreds micrometers） 
can not meet the requirement of such tailor-made medici-
nes, considering the requirement to detect and analyze 
ultra-trace amounts of sample with high sensitivity and 
high accuracy. This is because there are some steric hin-
drances between probe molecules and variations in the 
amount of adsorbates arising from random immobilization 
of probe molecules, thereby resulting in insufficient sensi-
tivity, accuracy, and poor reliability and reproducibility for 
tailor-made medicine. Thus, we are aiming at fabricating 
biochips comprising space-controlled, concentration con-
trolled single-probe-molecule arrays whose spot size is 
several tens to hundreds nanometers in order to analyze 
ultra trace amount of biomolecules（DNA, proteins, small 
molecules, etc.）reproducibly with ultimate sensitivity and 
accuracy. To achieve this aim, we will develop the follow-
ing key technology: � synthesis of dendritic giant mole-

cules containing a single probe molecule or a single reac-
tive site for introduction of a probe molecule after immobili-
zation of the giant molecules; � development of nanopi-
pette microscope capable of dealing with a giant molecule 
at a molecule level using nanopipettes with the tip size of 
several to several tens of nanometers; � removal of den-
dritic giant molecules as the spacers and introduction of 
probe molecules; � detection and analysis of ultra trace 
amount of biomolecules on the single molecules arrays us-
ing nanopipette microscope.

2．Future Developments
We believe the system we are proposing can be an inno-
vative biotool, which might help develop“tailor-made 
medicine”and drug discovery. Therefore it can contribute 
to nation’s“achievement of health and longevity for a 
better life”. Furthermore, since a probe-microscope-tech-
nique which can deal with single molecules on one-by-one 
basis has never existed before, our system using nanopi-
pette microscopy can create novel industrial seeds that re-
quire manipulation of single molecules in the field of bio-
technological industry and medics in the future. 
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１．研究の概要
����とは�������	
������
�����	�����
��の略称で

あり、微小可動機械構造による機能性素子・システムのこ
とである。この分野では、半導体プロセス技術を応用して
製作した加速度センサや、マイクロミラー型の画像投影機
器が知られている。これまでの����の研究においては、
半導体回路の微細加工技術を用いることで、より小さな機
械構造をより小さな面積に集積化する手法の開発が主流で
あった。一方最近では、微細な機械構造を大面積にわたっ
て集積化する向きに製作方法のバリエーションが広がりつ
つある。本研究では、����を大面積化する技術として、
ロール状のフィルムを様々な印刷技術（エンボス加工、オ
フセット印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、ラミネー
ト加工等）によって加工する方法であるロール・ツー・ロー
ル印刷技術に着目し、����型の画像ディスプレィを構成
する可変色カラーピクセルを開発している。本研究のカ
ラーピクセルの原理は、光学的にはファブリ・ペロ干渉計
と呼ばれる素子である。２枚の平行なハーフミラー（半透
明の鏡）の間隔を機械的に制御すると、透過光の波長範囲
からある特定の波長ピークのみを取り出すことができる。
本研究ではこれまでに、薄いプラスチックフィルム（���
フィルム、ポリエチレンナフタレート、１００ミクロンおよ
び１６ミクロン）の上に金属膜を蒸着したものをスペーサー
（厚さ０．６ミクロン）を介して貼り合わせ、その間隔を印加
電圧の静電引力によって制御する方式の発色可変ファブ
リ・ペロ型カラーピクセルを試作した。赤、緑、青の三原
色は、下部���フィルム上に薄膜形成したシリコン酸化膜
による干渉膜厚（２４０～３７０��）によって実現可能である。
本研究では、このデバイスの静電駆動電極やスペーサのパ
ターンを、半導体プロセスではなく大判のロール印刷技術
によって製作する方法を検討した。本研究体制では、東大
生産研におけるチームが原理検証用の小規模パターンの設

計と試作、光学特性の用かを行い、共同研究先であるフィ
ンランド���エレクトロニクスでは、ロール印刷機を用い
て大判のカラーピクセル・マトリクスを形成する技術の開
発を行った。

２．将来への展望
大面積のフレキシブル画像ディスプレィには、電子ペー
パー製品としての市場が期待されているとともに、駅ホー
ムや建物屋上に配置するポスターを電子化した電子サイ
ネージュ（電子看板）としての応用がある。電子ペーパー
の本来の定義は、透過光ではなく反射光・散乱光によって
画素の表示を可能とするものであるが、サイネージュ用途
ではバックライトを用いることを前提としているため、本
研究のような透過型のカラーピクセルの特性を生かすこと
ができる。また、本研究ではフィルム上の金属薄膜を加工
した電極配線により、カラーピクセルをパッシブ駆動する
方法を検討したが、将来的には同じくロール印刷によって
有機トランジスタなどの素子を����ピクセル近傍に集
積化し、アクティブ・マトリクスによって駆動する手法を
開発する必要がある。
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1．Outline of the Research
MEMS refers a new research field of Micro Electro Me-

chanical Systems, where movable micromechanical com-

ponents are used to deliver new functional devices and 

systems. Electrostatic accelerometers and digital micro 

mirror devices are known as a representative MEMS 

example. Conventional MEMS processing technologies 

are focused onto the integration of small mechanical com-

ponents into a space of limited area. In recent MEMS re-

search, on the contrary, new processing techniques are 

sought for, for development of large array of such small 

mechanical components in a large area. In our research, 

we newly employed process technologies related to the 

roll-to-roll printing such as embossing, offset printing, 

screen printing, gravure printing, and laminating of films in 

order to develop color-changing pixels for large area 

MEMS display devices. The principle of the color-changing 

pixel is a micromechanical optical Fabry-Perot interferome-

ter, where the separation gap between a pair of parallel 

half-mirrors is electrostatically controlled such that the 

transmission peak wavelength could be tuned. In our pilot 

research leading to this project, we develop color pixels 

made of laminated thin plastic films of PEN (polyethylene 

naphtalate, thickness 100 and 16 microns) with vacuum 

evaporated metal reflectors, and demonstrated color-

changing by means of electrostatic control. Three principal 

colors of red, green, blue were produced by preparing dif-

ferent thicknesses of the color determining interference 

layer of silicon oxide films, ranging 240 to 370 

nanometers. In this NEDO project, we have investigated 

the processing technologies to reproduce such MEMS 

color pixels by using the roll-to-roll printing machines. In 

this project, the team at the Institute of Industrial Science, 

the University of Tokyo delivers the design and proof-of-

concept level devices of smaller scale and characterizes 

the optical performance of color pixel, and the partner 

team at the VTT Electronics in Finland develops a technol-

ogy to reproduce the device by using their roll-to-roll print-

ing equipment.

2．Future Developments
We expect increasing demand for large area display de-

vice as an electronic paper as well as electronic poster or 

so-called electronic signage in public space such as train 

stations and roof-top advertisement. In the original defini-

tion of electronic paper, display images are created by us-

ing reflected or diffracted light patterns rather than trans-

mitting light. Nevertheless, posters at public space are usu-

ally accompanied with back-light systems, implying that im-

age displays of transmitting type could be used as a 

replacement. In our current design of MEMS color pixels, 

metal layers on the plastic film are patterned into as electri-

cal interconnection for passive matrix operation. In future 

plan, the MEMS color pixels could be integrated with ac-

tive electronic devices such as organic material transistors 

to realize active matrix drive for faster operation.

06D48522d
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１．研究の概要
石油を原料として合成されるポリエチレンなどのプラス

チックは、包装材や日用雑貨などに大量に使用されている。
しかし近年、石油価格の高騰と地球温暖化などの問題から、
石油に代わりバイオマスを原料とするプラスチックの開発
が急がれている。微生物が合成するポリヒドロキシアルカ
ン酸（���）と呼ばれるポリエステルは、ポリプロピレン
などの汎用樹脂に近い物性を示すため、生物資源から合成
されるプラスチック材料としての利用が期待されている。
我々は、微生物から単離した���合成遺伝子を導入した
組換え植物による���生産法の開発に取り組んでいる。こ
のような植物が創出できれば、大気中の二酸化炭素と太陽
エネルギーを利用して、プラスチックを生産することが可
能になる。我々は、植物で効率よく���を生産するために、
ポリエステル合成酵素にタンパク質工学の手法を応用して
反応速度を速めた変異体を作成した。酵素の活性中心と予
想される部位に変異を導入した���合成酵素を植物で発
現させることで、ポリエステル蓄積量を約十倍に増加させ
ることが出来た。それと並行して、ポリマーの蓄積が植物
本来の生理機能を損なわないようにする工夫が必要である。
天然の植物は主に葉で光合成を行い、種子や塊茎などの貯
蔵器官に貯蔵物質を蓄積するという分業を行っている。
我々は、このシステムを利用して貯蔵器官にのみ���を生
産する系を構築している。
���実用化へのもう一つの鍵となるのが、物性の向上で

ある。多くの微生物は、炭素原子の数が４個の３－ヒドロ
キシブタン酸をモノマーとするポリエステル［�（３��）］
を合成する。このポリマーは結晶化度が高く、硬質な物性
を有するため、繊維などへの加工に向いているが、柔軟性
を要するフィルムなどへの応用は難しい。しかし���を炭
素数が６以上の中鎖モノマーユニットを含む共重合体にす
ると、結晶化が抑えられ柔軟な物性にすることができる。
微生物発酵により���を合成する場合は、培地中に中鎖モ
ノマーの材料となる物質を加えることで、比較的容易に共
重合体を合成することが出来る。しかし植物では炭素源と
して大気中の二酸化炭素しか利用できないために、必要な

分子はすべて細胞内で組み立てなければならないという制
限がある。我々は、３��の合成に関わる酵素分子の立体構
造に着目し、酵素と基質が結合する部位に人工的な変異を
加えることで、中鎖モノマーを合成できるように改変した
変異酵素を作成した。この変異酵素を植物に用いることで、
中鎖モノマーを含む共重合���を合成することを検討し
ている。

２．将来への展望
植物細胞内に様々な化合物の合成系を構築し、太陽エネ
ルギーと二酸化炭素から物質生産を行うことは、夢の環境
技術である。我々は、二酸化炭素を唯一の出発物質として
多様な物性を有する材料を合成する方法を検討している。
最近、天然の酵素を組み合わせるだけでなく、目的に応じ
て酵素分子の構造を改変し反応を制御することが可能に
なってきた。このことは、酵素が石油化学で使用される触
媒に近づいていることを意味している。加えて、酵素は光
合成や微生物分解などの有用な生命機能と融合して使用す
ることが出来る。本技術開発は、脱石油への一つの試みで
あるだけでなく、化学と生物との垣根を越えたもの作りを
目指すものである。
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1．Outline of the Research
　Plastics are tough, light, and stable, and thus a very con-
venient compounds with a variety of uses. However, the 
consumption of large quantitites of plastics is causing so-
cial and environmental problems, such as depletion of oil, 
emission of carbon dioxide, and pollution by the waste 
plastic. Thus, development of bio-based, biodegradable 
plastics is an urgent topic necessary to address these 
problems. Polyhydroxyalkanoate（PHA）is a bacterial poly-
ester and a candidate to be used as a bio-based plastic 
since the properties of the material are similar to those of 
polypropylene. 
　We are working on PHA production in transgenic plants 
that harbor bacterial PHA biosynthetic genes. The trans-
genic plants have potential to produce plastic from carbon 
dioxide using solar energy. To increase productivity of the 
PHA-producing plants, we applied in vitro engineered PHA 
biosynthetic enzymes to the plant system. We created 
highly active mutants of PHA synthase, which is a key en-
zyme in PHA biosynthesis that catalyzes polymerization of 
PHA. These engineered enzymes were introduced into 
plants and increased PHA content approximately 10-fold 
as compared to the wild-type PHA synthase. In order to fur-
ther enhance the production of PHA in plants, we investi-
gated methods to avoid the physiological disturbances 
caused by PHA accumulation that take place when genes 
are expressed in all tissues in transgenic plants. Major ex-
periments were performed to look at sink-organ specific 
PHA synthesis in transgenic plants. 
　In addition to productivity, physical and thermal proper-
ties of material are an important factor for commercial 
application. Most PHA-producing bacteria synthesize a ho-
mopolymer of 3-hydroxybutyrate（3HB）. The polymer is 
highly crystalline and suitable for strong fibers, but hardly 

processed to flexible films. However, incorporation of 
medium-chain-length（MCL）monomer units reduces crys-
talinity and increases flexibility and toughness of the 
material. In bacterial production, MCL PHA can be pro-
duced by addition of MCL precursor in the medium. How-
ever, plants uptake only carbon dioxide as a carbon sour-
ce, thus de novo MCL-synthetic pathway is necessary. We 
focused on the 3D-structure of a fatty acid biosynthetic en-
zyme and altered substrate specificity. The engineered 
protein catalyzes an artificial MCL monomer supplying 
reaction. We are investigating expression of the engi-
neered enzyme gene along with PHA biosynthetic genes 
to synthesize MCL PHA in plants.

2．Future Developments
Transgenic plants, in which synthetic pathways of useful 
genes are expressed, have the potential to become very 
environmentally friendly production systems. Recent devel-
opments in protein engineering has enabled us to alter the 
function of enzymes and metabolic pathway for any 
purpose. We have attempted to design a polyester produc-
ing system that can replace some part of polymer industry. 
In that regard, the engineered enzymes play a similar role 
to chemical catalysts. In addition, enzymes can be com-
bined with useful biological functions, such as photosyn-
thesis and bacterial degradation, as components for eco-
friendly system. The project was a trial to not only to de-
velop a petroleum independent industry, but also go be-
yond the bounds of chemical and biological processes.

06D49501d
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１．研究の概要
夜間の自動車走行の安全性を高めるため、自動車ヘッド

ライトに従来のハロゲンランプと比較して３倍以上の明る
さが得られる、高輝度放電灯（���）の採用が拡大してき
ている。ハロゲンランプと違い���の点灯には個別の駆動
回路が必要であるが、現在の駆動回路ユニットは手のひら
程度の大きさがあり、収納するためのスペースを必要とす
る。このような大型の駆動回路となってしまう一因として、
変圧に用いている電磁トランスの小型化が困難であること
があげられる。
一方で、従来の電磁トランスに代わるものとして、圧電

共振振動を変圧に用いる圧電トランスが、注目を集めてい
る。圧電トランスはパワー密度が高く損失が少ない機械振
動を利用するため、電磁トランスに比べ小型化でき、また
高効率動作が可能である。そのため、液晶ディスプレイの
バックライトの駆動回路素子として、特にスペースの限ら
れたノートパソコンへの採用が拡大してきている。
これまでに製品化された圧電トランスは、しかしながら、

鉛を含むチタン酸ジルコン酸鉛（���）を材料として使用
しており、鉛を含むデバイスの使用を規制する欧州の廃自
動車に関する（���）指令により車載は困難な状況である。
そこで本研究では、従来の���駆動回路ユニットの回路素
子を置き換えるものとして、非鉛の圧電材料を使用した圧
電トランスを提案し、実現することを目的とした。
この目的の達成のための基礎段階として、以下の２つの

課題を共同研究者と協力し平行して進めている。
　１．非鉛圧電セラミック製成プロセスの開発：水熱合成

法によるニオブ酸カリウム（����３）の高品質粉末の
製成から始め、この粉末を成形・焼結することにより
高品質セラミックを実現する独自のプロセスを提案す
る。このプロセスは、将来の低コスト大量生産に規模
を拡大することが可能である。

　２．���駆動に最適化した圧電トランスと周辺回路の設
計：非鉛圧電材料として単結晶�����３を用いた圧電ト
ランスを試作し検討を行う。�����３は高価な材料であ
るが、パワー密度が高いため小型化が可能であり、小
型化により材料コストを下げることでこのデバイス単

体でも市場性が期待される。
�����３を用いた圧電トランスの検討結果は、将来の

����３セラミックを用いた圧電トランスに適用が可能で
あり、共同研究開発の枠組みにより、研究の効率的な進展
が期待できる。

２．将来への展望
これまでに、圧電定数や電気機械結合係数などの材料定
数評価により、水熱合成法による高品質粉末を用いた
����３セラミックは非鉛圧電材料として有望であること
を示した。本研究の目的は���駆動用非鉛圧電トランスの
実現であるが、応用範囲はこれだけにとどまらない。例え
ば、鉛含有材料を使用した現在の圧電トランスの代替とし
て、液晶バックライト駆動回路への搭載が考えられる。も
ちろん、圧電トランス以外の、現在幅広く利用されている
圧電デバイスにおいても、鉛含有材料の代替として用いる
ことができ、環境にやさしい技術として今後の産業の基盤
要素となることが期待される。
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1．Outline of the Research
　Recently, high intensity discharge（HID）headlamps, 
which are about three times as bright as conventional halo-
gen headlamps, are more widely installed to automotives 
in order to improve visibility at nighttime driving. Today’s 
ballast units for HID headlamps are rather bulky and 
heavy; they require additional space for installation. 
Among others this is due to the use of conventional electro-
magnetic transformers for voltage transformation, which 
has difficulty in further miniaturization. 
　Piezoelectric transformers use mechanical vibration for 
the transmission of power instead of magnetism in conven-
tional transformers. Power density of mechanical vibration 
is large and loss is small, so that piezoelectric transform-
ers have features such as low construction volume and 
high efficiency. Because of those features, piezoelectric 
transformers have been widely used for driving circuits of 
liquid crystal display（LCD）backlights replacing electro-
magnetic transformers, especially in space-limited note-
book computers. 
　The piezoelectric transformers that have been commer-
cialized so far are produced using lead-containing materi-
als, lead zirconate titanate（PZT）ceramics. Meanwhile, EU 
directive on end of life vehicles（ELV）announces that lead 
should be eliminated from automotives. Therefore, we set 
the objective of this project so as to develop a lead free pie-
zoelectric transformer, which may replace conventional 
components of the ballast units for HID headlamps in 
future.
　To meet the objective, we note, as follows, two primary 
tasks that we concurrently and interactively proceed as a 
team.
1. To develop a fabrication process of a lead free piezoe-
lectric ceramic: for which we propose a process fabricat-
ing non-doped KNbO3 piezoelectric ceramic using hydro-
thermally synthesized KNbO3 crystal powders. The self-
assembly synthesis principle of the hydrothermal 
method enables to produce stoichiometric high-quality 

KNbO3 powders: sintering of such powders would yield 
high performance ceramic. This process is able to be 
scaled up for low-cost mass production.
2. To optimally design a piezoelectric transformer and pe-
ripheral electronic circuits for HID operation: for which 
we utilize a lead free piezoelectric single crystal, LiNbO3, 
for developing prototype of transformer. Since the single 
crystal LiNbO3 has even higher power capability and 
smaller intrinsic loss, but costly, we can expect further 
miniaturized feature. The miniaturization may reduce 
production cost, so that the LiNbO3 transformer itself 
has another potential in mass production.
　The results of investigation using the LiNbO3 prototype 
can be directly applied to our future KNbO3 ceramic trans-
former, so we anticipate that this concurrent-interactive de-
velopment scheme will facilitate achievement of the 
objective.

2．Future Developments
Measurements of the piezoelectric performance of the 
KNbO3 ceramic, fabricated by our newly proposed method, 
indicated that this ceramic is a very promising lead free pie-
zoelectric material. Our primary objective is to develop a 
lead free piezoelectric transformer to be installed in a bal-
last unit of HID-headlamp; however the range of applica-
tions is, obviously, not limited to HID. For example, it may 
replace the market position of the lead-containing piezoe-
lectric transformers for LCD backlights. Moreover, the 
KNbO3 ceramic could be an alternative to lead-containing 
piezoelectric materials of any piezoelectric devices, not 
only the piezoelectric transformers, used in wide range of 
applications. We thus anticipate that this environment-
friendly technology would be largely developed to an indus-
trial backbone in future.
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国際標準創成分野（IS）

1．実施中の研究課題

＜2005年度採択の研究課題＞ ページ

2005IS020　Semantic Webアプリケーションを指向した言語資源の国際標準の開発  …………４６

2005IS034　次世代交流電圧標準の開発  ………………………………………………………………４８

2005IS051　歯科用磁性アタッチメントの最適化と国際標準の創成  ………………………………５０

2005IS063　地盤構造物のためのISO耐震設計基準の国際化推進  …………………………………５２

2005IS075　回路設計用モデル開発基盤の構築とこれを用いたマルチゲートMOSFET

　　　　　　モデルの開発  ………………………………………………………………………………５４

2005IS084　衛星搭載太陽電池アレイの帯電・放電試験法のISO標準化プロジェクト  …………５６

2005IS119　大規模実世界データに基づく自動車運転行動信号処理の先導的研究  ………………５８

2005IS128　AFMを用いたナノ物質形態の精密評価手法のISO国際標準化  ………………………６０

2005IS144　創薬・診断において重要な薬物トランスポーター遺伝子多型の機能解析技術の

　　　　　　国際標準化  …………………………………………………………………………………６２

2005IS175　遺伝子・タンパク質ネットワーク・グラフィカル表現の国際標準化  ………………６４

2005IS178　eインフラストラクチャ構築のための国際標準セキュリティポリシ策定事業  ……６６

2005IS180　材料の環境情報指標の国際開発と標準化  ………………………………………………６８
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International Standard Development Area

1．Ongoing Projects

＜Projects Adopted in FY 2005＞ Page

2005IS020　Developing International Standards of Language Resources for Semantic Web

　　　　　　Applications  ………………………………………………………………………………４７

2005IS034　Development of Next-Generation AC Voltage Standard  …………………………４９

2005IS051　Development and Standardization of the Dental Magnetic Attachment  ………５１

2005IS063　International Familiarization of ISO Code for Geotechnical Earthquake

　　　　　　Resistant Design  …………………………………………………………………………５３

2005IS075　Providing the Basic Methods and Tools Required for Developing

　　　　　　Circuit Simulation Models, and Applying Them for Developing a

　　　　　　Circuit Simulation Model for Multi-Gate MOSFETs  …………………………………５５

2005IS084　ISO Standardization of Electrostatic Discharge（ESD）Test of

　　　　　　Satellite Solar Array  ………………………………………………………………………５７

2005IS119　International Research Coordination of Driving Behavior Signal Processing 

　　　　　　based on Large Scale Real World Database  ………………………………………５９

2005IS128　ISO Standardization for Precise Morphology Measurement of

　　　　　　Nano-Materials by AFM  …………………………………………………………………６１

2005IS144　International Standardization of Functional Analysis Technology for Genetic

　　　　　　Polymorphisms of Drug Transporters  …………………………………………………６３

2005IS175　International Standard for Graphical Notation of Biological Networks  …………６５

2005IS178　Standardization of Grid Security Policies for e-Science Infrastructure  …………６７

2005IS180　International Development and Standardization of Environmental

　　　　　　Information Indices of Materials  ………………………………………………………６９
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国際標準創成

1．研究の概要
言語は知識の伝達に必要不可欠な媒体であり、言語処理

技術は���の普及、さらには次世代の���として期待され

ている�������	
���においても重要な役割を担う基礎技

術である。表層的な情報の記述にとどまり、その解釈は人

間にまかせている現行の���から、より深い意味レベルの

記述をすることにより、コンピュータによる知識の自動処

理を目指している�������	
���に移行するためには、言語

処理技術がますます重要となってくる。本研究では、���

�������	
�に代表される次世代の言語処理技術アプリ

ケーションのための共通基盤として、言語資源の記述のた

めの標準的枠組を開発し、言語資源の国際標準の策定に貢

献することを目的とする。

この目的を達成するために以下の４項目について研究開

発をおこなう。　

�　語彙項目の記述枠組の標準化

�　単語辞書の試作

�　上位オントロジーの標準化

　�　特定アプリケーションのための言語資源の試作によ

る標準化の評価

項目�では、項目�の標準を用いて実験的な単語辞書を

実際に作成し、項目�で作成した標準を評価し、それをも

とに標準を洗練する。項目�では、項目�と項目�の標準

の実用性を評価するために、アプリケーションをひとつ選

び、そのアプリケーションのための単語辞書とオントロ

ジーの試作を通して�と�の標準を実用的な側面から評価

する。

 

２．将来への展望
これまでの言語資源に関する標準化は欧米、とりわけ、

欧州言語主導でおこなわれてきており、アジア圏の言語は

なおざりにされてきた感がある。この理由として、ひとつ

にはアジア圏における文化的、経済的な背景が欧州に比較

して非常に多様であり、地理的にも国が広範にまたがって

いるため、��のような統一的な組織が未だに存在しないこ

とがあげられる。その結果、アジア各国の相互の間の言語

障壁を取り除くことに欧州ほど関心が払われてこなかった。

しかしながら２１世紀におけるアジアの潜在的市場は巨大で

あり、情報技術産業をはじめとする各産業分野のアジア市

場への関心は非常に高い。産業分野における交流を考える

上での最重要課題はコミュニケーションであり、コミュニ

ケーションの一義的な手段である言語情報技術はとりわけ

重要な技術分野である。言語情報技術は、それ自身が産業

分野として重要なばかりでなく、他の産業分野が今後、ア

ジア市場で競争力を持つための基盤技術としても非常に重

要である。

言語情報技術で日本を中心としてアジア各国がイニシア

ティブを取り、その主張を国際標準に取り入れ、真の国際

標準を作ることは必要不可欠である。本提案の共同研究者

の多くは、言語資源の標準化について議論している国際標

準化機構（���）の������３７／��４作業部会にもかかわっ

ており、本研究の成果を積極的に���の標準に反映するよ

う発言できる立場にある。このような国際標準が実現すれ

ば言語情報技術分野のアプリケーションの作成が容易にな

り、既存のアプリケーションをローカライズするコストも

大幅に削減できるなど、産業界へのメリットも非常に大き

い。

2005IS020 Semantic Webアプリケーションを指向
した言語資源の国際標準の開発

◆研究代表者／会計担当者
・徳永　健伸（東京工業大学：日本）

◆共同研究者
・Ｎｉｃｏｌｅｔｔａ Ｃａｌｚｏｌａｒｉ

　　（国立研究審議会計算言語学研究所：イタリア）
・Ｃhu-Ren Huａｎｇ（中央研究院：台湾）
・白井　清昭（北陸先端科学技術大学院大学：日本）
・Ｖｉｒａｃｈ Ｓｏｒｎｌｅｒｔｌａｍｖａｎｉｃｈ

　　（タイ計算言語学研究所：タイ）
・Ｘｉa YinｇＪｕ（富士通中国R&Dセンター：中国）

◇研究期間：２００５年１０月～
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
Since human language is a primary mode of knowledge 

transfer, language technology should play a key role in 
growth of Web technology and Semantic Web, the next 
generation Web framework. The current Web technology 
defines the framework of describing information structure 
only at the surface level, and relies on human for interpre-
tation of the information.  Semantic Web is aimed at provid-
ing a framework to describe information structure at se-
mantic level, enabling automatic knowledge processing by 
computers. In such situation, language technology be-
comes much more important. The goal of this project is de-
veloping a standard description framework of language re-
sources which are infrastructure of language technology, 
and contributing to making international standards of lan-
guage resources. In order to achieve this goal, we will 
work on the following four research items.
�　Developing a standard description framework of 
lexical entries
�　Constructing sample lexicons of several Asian lan-
guages
�　Developing a standard upper ontology
�　Evaluating the standards through building language 
resources of a specific application

In item �, we will construct experimental lexicons 
based on the framework developed in item �, and evalu-
ate and refine the framework through the construction.   In 
item �, we build an application in which lexicons and on-
tologies are built based on the framework developed in 
item � and �. This could evaluate our framework in prac-
tical application settings.

 

2．Future Developments
There have been active initiatives on standardization of 
language resources in European countries, and they have 
significant influence on the international standards of lan-
guage resources which has been worked on in ISO 
TC37/SC4. Thus far, Asian languages have attracted less 
attention with respect to language resource standards. 
The main reason for this would be Asia’s great diversity in 
many aspects such as languages, cultures, economic stan-
dard and research activities on language technology. How-
ever, recent economic growth of Asia is tremendous and 
Asia has a great potential capacity of the market in 21st 
century. In consolidating industrial exchange and coopera-
tion in Asian market, communication beyond language bar-
riers is the most important factor. In this situation, the lan-
guage technology and language resources should be the 
infrastructure of every industrial sectors not limited to infor-
mation industry. The result of this research project can 
contribute to develop an international standard of lan-
guage resources properly reflecting the characteristics of 
Asian languages, and to reduce the developing cost of 
multilingual applications.

2005IS020 Developing International Standards of Language 
Resources for Semantic Web Applications

◆Research Coordinator / Accounting Coordinator
・Tokunaga Takenobu

　　（Tokyo Institute of Technology: Japan）

◆Research Team Members
・Nicoletta Calzolari（ILC/CNR: Italy）
・Chu-Ren Huang（Academia Sinica: Taiwan）
・Shirai Kiyoaki

　　（Japan Advanced Institute of Science 
　　　and Technology: Japan）
・Virach Sornlertlamvanich 

　　（Thai Computational Linguistics Lab.: Thailand）
・Xia YingJu（Fujitsu R&D Center: China）

◇Duration: Oct. 2005～
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国際標準創成

1．研究の概要
近年交流電圧及び電力の計測器の性能は急速に向上して

いる。これらの計測器の校正の基準としては、これまで熱

電変換標準器が用いられてきた。この標準器に直流電圧と

交流電圧を交互に印可し、直流印可時と交流印可時の発生

熱量を精密に比較することによって、直流電圧標準から交

流電圧標準への橋渡しが行なわれる。この方式は、交流電

圧標準を確立することが可能な方式として、これまで半世

紀に渡って用いられてきたが、校正精度が高まるにつれて、

対応可能な精密な標準器の作製および評価が困難となって

きた。その結果、現在はごく少数の先進工業国が供給する

熱電変換標準器を他の国が利用する状況となってきており、

「原器」的な性格が強くなってきている。

一方、直流電圧標準の分野においては、すでにジョセフ

ソン素子を用いる量子化電圧標準が確立し、現在世界各国

の標準研究所において普及しつつある。ジョセフソン素子

はマイクロ波照射によって発生する定電圧ステップの電圧

と、照射するマイクロ波の周波数の比が、基礎物理定数の

一つであるジョセフソン定数（２�／�）によって関係づけ

られ、材質や構造に依存しない、普遍的な直流電圧標準を

導出することができる。今回提案する共同研究では、ジョ

セフソン素子を用いて、量子化された電圧ステップを発生

し波形合成を行うことによって、「原器」としての熱電変

換標準器を基準とする現行の交流電圧標準から脱却し、普

遍的な基礎物理定数に基づく次世代交流電圧標準を実現す

る。

 

2．将来への展望
本研究の成果は、世界の多くの国々の標準機関の研究者

が広い周波数帯域（１��－１０���）に渡り、高い測定精度（＜

１×１０－６）を有する交流電圧標準を確立することを可能に

する。その結果として、それぞれの国のトレーサビリティ

体系を通して、電子機器製造産業、電力供給産業、通信産

業など様々な産業において使用されている交流電圧計及び

電力計の測定精度の改善が可能になることが期待される。

2005IS034 次世代交流電圧標準の開発

◆研究代表者
・東海林　彰（産業技術総合研究所：日本）

◆共同研究者
・佐々木　仁（産業技術総合研究所：日本）
・山森　弘毅（産業技術総合研究所：日本）
・中村　安宏（産業技術総合研究所：日本）
・藤木　弘之（産業技術総合研究所：日本）
・Ilya Budovsky

　　（オーストラリア国立標準研究所：オーストラリア）
・Dimitrios Georgakopoulos

　　（オーストラリア国立標準研究所：オーストラリア）
・Thomas Hagen

　　（オーストラリア国立標準研究所：オーストラリア）

◇研究期間：２００５年１０月～
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
In recent years the accuracy of industrial instrumenta-

tion for the measurement of alternating current quantities, 
particularly AC voltage and power, has improved 
dramatically. 
The manufacture and use of these instruments pres-

ently relies on artifact-type standards of measurement that 

are based on thermoelectric converters. These are em-
ployed to compare ac and DC quantities of close 
magnitudes. However, further reduction of uncertainty, 
which is sought by industries such as electricity supply, 
telecommunications, etc., requires the introduction of 
more accurate standards that are based on quantum ef-
fects, as well as internationally recognized paper stan-
dards describing their dissemination. Although a quantum 
AC standard cannot not replace thermal converters over 
the entire range of voltages, currents and frequencies, it 
would significantly improve uncertainty and reliability of the 
results by linking them to fundamental physical constants 
and allow the development of international standards. 
The proposed research aims at the development of 
measurement systems with an accuracy of better than 1×
10－6 using a Dual-Output Programmable Josephson Volt-
age Standard（DO-PJVS） chip and a Dual-Heater Thermal 
Voltage Converter（DH-TVC）. This task can be best 
achieved by combining, though international collaboration, 
the expertise of National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology（AIST） and that of National 
Measurement Institute, Australia（NMIA）.

2．Future Developments
The project will make it possible for researchers of many 
national measurement institutions in the world to establish 
a new AC voltage standard with high measurement accu-
racy（<1×10－6）over a wide frequency range（10Hz -10 
kHz）. As a result, through traceability systems of their own 
countries, it becomes possible to improve measurement 
accuracy of ac voltmeters and AC power meters at various 
industries, e.g., manufacture industries of electronic de-
vices, electric power supply industries, and telecommuni-
cation industries.

2005IS034 Development of Next-Generation AC Voltage 
Standard

◆Research Coordinator
・Akira Shoji

　　（National Institute of Advanced Industrial Science 
　　and Technology : Japan）

◆Research Team Members
・Hitoshi Sasaki 

　　（National Institute of Advanced Industrial Science 
　　and Technology : Japan）
・Hirotake Yamamori
　（National Institute of Advanced Industrial Science 

　　and Technology : Japan）
・Yasuhiro Nakamura

　　（National Institute of Advanced Industrial Science 
　　and Technology : Japan）
・Hiroyuki Fujiki

　　（National Institute of Advanced Industrial Science 
　　and Technology : Japan）
・ Ilya Budovsky
　（National Measurement Institute, Australia : Australia）
・Dimitrios Georgakopoulos
　（National Measurement Institute, Australia : Australia）
・Thomas Hagen
　（National Measurement Institute, Australia : Australia）

◇Duration: Oct. 2005～
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国際標準創成

1．研究の概要
歯科用磁性アタッチメントは、日本で研究開発が推進さ

れ、今日、義歯の優れた維持装置として認められるように

なり、世界に広まりつつある。この研究は、国際共同研究

により、歯科用磁性アタッチメントの耐食性、磁気回路、

磁界の安全性、維持力、義歯および生体への固定法、歯科

臨床などの最適化を強力に進め、世界の磁性アタッチメン

トとしての国際標準創成のための基礎データを得ることを

目的とする。

歯科用磁性アタッチメントは磁石構造体とキーパーから

なり、磁石に��－��－�磁石が用いられ、磁性ステンレス

鋼のヨークで吸引力を強化している。磁石構造体は磁石を

磁性ステンレス鋼ヨークや非磁性ステンレス鋼で完全に覆

い、レーザー溶接で密封してある。

歯科用磁性アタッチメントの耐食性は、その外表面のス

テンレス鋼の耐食性が重要である。さらに磁石構造体や

キーパーの接触腐食、隙間腐食等の標準化が必要である。

また、優れた磁気回路を開発し、最適化を行い、小型、

薄型の歯科用磁性アタッチメントを開発することが重要で

ある。

さらに、歯科用磁性アタッチメントは閉磁路を構成し漏

洩磁場はきわめて少ないが、漏洩磁界の安全性、心臓ペー

スメーカーや���など診断機器への影響を検討しておく必

要がある。

義歯の維持装置として歯科用磁性アタッチメントに求め

られる最も重要な特性は維持力（吸引力）である。また、

歯科用磁性アタッチメントには十分咬合力に耐える機械的

性質が必要である。臨床に必要な維持力を明らかにし、歯

科用磁性アタッチメントの義歯や歯根への固定法について

標準化を行う。

2．将来への展望
歯科用磁性アタッチメントの磁気回路や耐食性の最適化

により、超小型、超薄型、高維持力で耐食性に優れた歯科

用磁性アタッチメントが開発されれば、その用途は更に拡

大するであろう。さらに、歯科用磁性アタッチメントの耐

食性、漏洩磁界の安全性、維持力、補綴物および歯根への

固定法、滅菌法などの標準化やガイドラインが示されば、

とくに欧米でのインプラントを中心とした磁性アタッチメ

ントの普及に大きく貢献し世界に広まると考えられる。ま

た、本プロジェクトによる標準化やガイドラインは歯科用

磁性アタッチメントを用いた歯科臨床にも大きく貢献する

と考えられ、最適化、標準化の基本的概念は、これからの

磁性アタッチメント研究にも大きく影響すると考えられる。

2005IS051 歯科用磁性アタッチメントの最適化と
国際標準の創成

◆研究代表者／会計担当者
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　　（東北大学：日本）

◆共同研究者
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　　（鶴見大学：日本）
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　　（ベイラー歯科大学：アメリカ）

◇研究期間：２００５年１０月～
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
One of the means of retaining removable prostheses is 

the use of magnetic attachments that have been devel-
oped in Japan over the last 10 years.  The usefulness of 
this retentive method has been recognized worldwide.  
The goal of this proposed program with international col-
laboration is to seek to obtain some basic scientific data 
for international standardization.  The material properties 
to be investigated for the magnetic retainers include: corro-
sion characteristics, extent of magnetic leakage, magnetic 
circuit, and magnetic retentive force.  In addition, the pro-
gram will explore methods of fixing the magnetic attach-
ments to oral tissues and denture.  Gathering clinical data 
in the use of these magnetic attachments will also en-
hance the establishment of international standards for 
these micro dental devices. 
The dental magnetic attachment consists of magnet as-

sembly and keeper.  The Nd-Fe-B magnet of the dental 
magnetic attachment enhances the attractive force with 
keeper by magnetic stainless steel yoke.  The magnet is 
perfectly covered with magnetic stainless steel yoke and 
nonmagnetic stainless steel.  The joint of magnetic stain-
less steel yoke and nonmagnetic stainless steel is welded 
seamlessly by micro-laser.  The close magnetic circuit is 
formed between the magnetic assembly and magnetic 
stainless keeper.  A strong attractive force generate be-
tween the magnet assembly fixed in denture and the 
keeper fixed in the root cap.  
Fundamentally, the corrosion resistance of the dental 

magnetic attachment depends on magnetic stainless steel 
and nonmagnetic stainless steel covered the magnet.  
Standards of the dental magnetic attachment will be inves-
tigated and considered by the anodic polarization curves 

and the diluted ion from the attachment in oral fluid 
circumstance.
The dental magnetic attachment with ideal closed mag-
netic circuit will be developed by computer simulation.  It is 
important to optimize the magnetic circuit by computer 
simulation for developing the micro dental magnetic device 
with strong retentive force.
Though the dental magnetic attachment has little mag-
netic leakage because of closed magnetic circuit, effects 
of the magnetic leakage on medical equipment such as 
pacemaker and MRI must be considered.  Safety guide 
line of the magnetic leakage from the dental magnetic at-
tachment will be made.  Safety of magnetic field on living 
body will be investigated also.
The most important property of the dental magnetic at-
tachment is retentive force for retaining denture on root 
cap or implant abutment.  The standards must provide 
enough retentive force of dental magnetic attachment for 
various clinical cases.  In addition, the dental magnetic at-
tachment has enough strength which can be stand strong 
biting force.
The magnet assembly must be fixed tightly to denture 
and the keeper also fixed to root cap.  Fixing method of the 
dental magnetic attachment to root cap and denture will be 
standardized. Because of degrading of rare-earth magnet 
by heating for sterilizing, sterilizing temperature of dental 
magnetic attachment is also standardized.

2．Future Developments
Investigation of optimum magnetic properties and mag-
netic circuit for the dental magnetic attachment will be de-
veloped smaller and thinner dental magnetic attachment 
with higher retentive force.  Such a dental magnetic attach-
ment perhaps makes to increase more dental clinical 
applications.
If the standards and guidelines of corrosion resistance, 
retentive force, magnetic leakage, and fixing method to 
denture and root cap for the dental magnetic attachment 
will be shown and fixed, the reliability of dental magnetic at-
tachment will increase and the market of dental magnetic 
attachment will expand especially in Europe and America. 
The standards and guidelines proposed in this project 
will make an important contribution to the various clinical 
cases which are applied dental magnetic attachment.
The concepts of standard and guideline which are stud-
ied experimentally and theoretically in this project will also 
supply a new point of view for the development of dental 
magnetic attachment systems.

2005IS051 Development and Standardization of the 
Dental Magnetic Attachment

◆Research Coordinator / Accounting Coordinator
・Osamu Okuno（Tohoku University: Japan）

◆Research Team Members
・Yohsuke Kinouchi 

　　（The University of Tokushima: Japan）
・Yoshinobu Tanaka（Aichi Gakuin University: Japan）
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　（Tokyo Medical and Dental University: Japan）
・Toshio Hosoi（Tsurumi University: Japan）
・Yukyo Takada（Tohoku University: Japan）
・Tomohiko Ishigami（Nihon University: Japan）
・Angelo Caputo（UCLA: USA）
・Toru Okabe（Baylor College of Dentistry: USA）

◇Duration: Oct. 2005～
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国際標準創成

1．研究の概要
平成１７年３月、本研究のメンバーが中心となって策定さ

れてきた「盛土や構造物基礎などの地盤構造物のための耐

震設計基準案」が、���基準として国際的に承認された。

この���基準には性能設計の名の下に、地盤工学の最前線

で研究開発されてきた耐震性能解析の手法が、豊富に盛り

込まれている。今後はこの���基準の国内各種設計基準へ

の採用を働きかける一方、本研究によって採用を国際的に

も拡大し、地盤工学の高級技術者の活動を、国際的に展開

させたい。

技術が信頼を勝ち取るためには、実証が不可欠である。

我が国の地震防災技術は、多くの大地震の体験を経て進化

実証されて来た。このような実績を基盤として���基準の

浸透と海外建設市場への進出を図るため、本申請では次の

ような計画を遂行する；

１）���の基準にもとづく構造物の試設計：適切な耐震

設計を備えた構造物は、初期建設コスト、常時の維持

管理費用、災害時の損失を合わせたライフサイクルコ

ストにおいて最適化できることを示す。

２）構造物の地震時挙動の予測技術の実証：性能設計で

は、構造物の地震時挙動の予測が正しくできることが、

前提とされている。そこで模型実験の実施とその結果

の予測を行い、予測技術を実証する。

３）地盤調査技術の国際比較：正しい地盤データの収集

技術は、性能予測解析の大前提である。国際化を見通

せば、海外の調査技術の信頼度、わが国の実態との相

違を理解することが、きわめて重要である。

４）　国際巡回ワークショップ：上記３項目の成果を国際

的に宣伝するため、各地で研究者、基準策定者らを招

いて、ワークショップを開催する。開催地としては、

ヨーロッパ、北アメリカ、東アジア、イランの４箇所

を想定している。

2．将来への展望
公共投資の削減にともない、我が国の地盤工学の国内市

場は他の建設分野と同様、縮小している。たとえば電力土

木の分野では、ダムや発電所建設に高い技術を持つエンジ

ニアに適切な仕事を与えられない時代になって来た。他方

海外に目を向けると、産油国や東南アジアの中進国におい

て地震防災への需要が高まりつつあり、耐震基準作りも始

まっている。これらの地域を初めとして世界の国々で���

基準が国内基準に採用されれば、高級エンジニアの得意な

解析の技術（技術者）を、広く海外の市場に輸出すること

ができよう。

2005IS063 地盤構造物のためのISO耐震設計基準
の国際化推進

◆研究代表者／会計担当者
・東畑　郁生（東京大学：日本）

◆共同研究者
・井合　　進（京都大学：日本）
・國生　剛治（中央大学：日本）
・当麻　純一（電力中央研究所：日本）
・曽我　健一（ケンブリッジ大学：イギリス）
・Ross William Boulanger

　　（カリフォルニア大学：アメリカ）
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・Abbas Ghalandarzadeh（テヘラン大学：イラン）

◇ 研究期間：２００５年１０月～
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1．Outline of the Research
In March, 2005, the new ISO code for earthquake-resis-

tant design of geotechnical structures, which had been de-
veloped by the members of the present research proposal, 
was internationally accepted. In the new code, prediction 
of seismic behavior of structures plays major roles, making 
advanced geotechnical technologies of prediction essen-
tially important in the future design principle. 
It is expected that the advanced geotechnical engineer-

ing will obtain bigger markets in prediction and design with 
seismic performance prediction in mind, if the ISO code is 
accepted world-wide. To promote this idea, the present 
study will make example seismic designs of several geo-
technical structures, evaluate their life-cycle costs, verify 
the accuracy of prediction （see Fig.1）, and organize semi-
nars in several target nations so that international custom-
ers can understand the advantage of the new ISO code. It 
is a key issue that geotechnical structures which are de-
signed with reasonable seismic performance and reinforce-
ment will achieve the minimum life cycle cost which con-
sists of the initial construction cost, maintenance cost, and 
the damage cost upon seismic events in future.
 To achieve this goal, the present project will carry out 

four subprojects which are namely 1）Trial design of real-
istic geotechnical structures with life-cycle cost evaluation, 
2）verification of the existing predictive technologies for 
seismic behavior of geotechnical structures, 3）interna-
tional comparison of subsurface soil investigation technolo-
gies, and 4）international workshops to promote the 
performance-based design principle.

 

2．Future Developments
It is a universal situation that construction budget has 
been reduced and more economical structure is desired. 
People imagine that substantial money has been wasted 
on unnecessary issues in construction projects. This situa-
tion is partially due to the fact that much has not been 
known about the behavior of soils and rocks during such 
rare events as earthquakes and that, in spite of this diffi-
culty, safety had to be secured to the public. The present 
project is trying to give more commercial markets to ad-
vanced geotechnical engineering（engineers）that can 
carry out advanced geotechnical prediction and design. If 
the business situation is thus improved, there will be more 
motivations to improve the concerned technologies and, ul-
timately, it will be possible to construct geotechnical struc-
tures with less cost but more safety.

2005IS063 International Familiarization of ISO Code for 
Geotechnical Earthquake Resistant Design

◆Research Coordinator / Accounting Coordinator
・Ikuo Towhata（University of Tokyo: Japan）

◆Research Team Members
・Susumu Iai（Kyoto University: Japan）
・Takaji Kokusho（Chuo University: Japan）
・Junichi Touma（Central Research Institute for

　　Electric Power Industry: Japan）
・Kenichi Soga（Cambridge University: UK）
・Ross William Boulanger 

　　（University of California: USA）
・Dennes T. Bergado 

　　（Asian Institute of Technology: Thailand）
・Abbas Ghalandarzadeh（Tehran University: Iran）

◇ Duration: Oct. 2005～

Fig.１　Earth dam which survived ChiChi earthquake in Taiwan 
as predicted by one of the research members of this project.
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国際標準創成

1．研究の概要
回路設計用モデルの開発基盤を構築することによって、

モデルの開発及び異なる組織で個別に開発されている、す
ぐれたモデルの有効な統合を促進する。これによってニー
ズに迅速に対応できる高精度で高信頼な回路設計用モデル
を、継続的に提供し続けられる環境を整える。またこのモ
デル基盤を用いて、������の限界を打開すべく開発が進
んでいるサブ５０��時代のマルチゲート������モデルを
開発し、世の中に供給する。
回路モデルは回路設計に欠かせない。様々なタイプのト

ランジスタが様々な技術を用いて開発されているが、この
トランジスタを回路に利用していくには高精度の回路モデ
ルが不可欠である。従ってトランジスタの開発に合わせて
回路モデルも迅速に開発される必要がある。実際には、モ
デル開発は人材不足や実用に耐えるモデル開発には時間が
かかることなどの理由で、要求を満たす状況には程遠い。
これを打開すべく、世界初の物理原理に基づく������モ
デル�����を母体とし、この構成をモジュール化すること
によって、必要に応じて容易に新しいモジュールに置き換
えていけるモデルの開発基盤を構築する。
将来のデバイスとしてマルチゲート������が提案さ
れているが、実用化までには莫大な時間とコストがかかる
と予想されている。それは、新たな技術の開発が必要となっ
ていることが主な理由となっている。この時代は極限技術

を用いることから、これまで以上にトランジスタを製造す
る側と回路を極限現象を可能な限り物理原理に基づいて解
くことによって、マルチゲート������デバイス構造その
ものの回路における問題点、優位性を予測できるモデルを
提案する。

2．将来への展望
本共同研究が目標としているマルチゲート������は
従来型������と異なり、シリコン膜厚という自由度が加
わっている。そのため、基本となる�������方程式をより厳
密に解かないといけなくなる。更に量子閉じ込め効果が大
きく、電流―電圧特性が従来の延長線上で予測できなくな
る。またシリコン膜厚が１０��以下になってくるとデバイス
間のばらつきも顕著になり、多角的見地から回路モデルの
開発を進めていく必要がある。これはこれまで蓄積されて
きたトランジスタ設計用指針が適応できないことを意味す
る。
これまでに回路レベルの検証が報告されてきているが、
これ等はあくまで従来型������の延長線上として扱わ
れている場合がほとんどといえる。我々は５０��サイズ以下
になってくると顕著になる微視的現象を原理に従って解く
ことによって、デバイス・回路動作両方に正しい指針を与
える。これに伴うブレークスルーを、国際的な異なる分野
の専門家の力を結集させることによって実現する。このよ
うな融合を可能にするモデル開発基盤の構築は初めての試
みで、将来の協同研究を促進する模範になると考えている。
このプロジェクトで完成するマルチゲート������モ
デルはウエブサイトで公開することによって、更に多くの
研究者の参画を促す。これによってモデルの完成度は上が
り、将来の標準モデルとして実際に使われていくことにな
ると期待している。

2005IS075 回路設計用モデル開発基盤の構築と
これを用いたマルチゲートMOSFET
モデルの開発

◆研究代表者
・三浦　道子（広島大学：日本）

◆会計担当者
・江崎　達也（広島大学：日本）

◆共同研究者
・Zhiping Yu
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・Young June Park
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・Mansun Chan
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・Hans Jurgen Mattausch
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◇研究期間：２００５年１０月～
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2005IS075 Providing the Basic Methods and Tools Required 
for  Developing  Circuit  Simulation  Models,  and 
Applying Them for Developing a Circuit Simulation 
Model for Multi-Gate MOSFETs

1．Outline of the Research
We aim at providing the basic platform required for de-

veloping circuit simulation models, which incorporate in a 
synergetic way the essence from various sophisticated 
models developed by different research institutions. We 
apply in particular this platform for developing circuit simu-
lation models of multi-gate MOSFET with sub-50nm de-
sign rules, and to establish these models as standard mod-
els for the electronic industry.
Circuit simulation models are a key for predicting circuit 

performances. Many different integrated devices have 
been developed with different technologies over the world. 
To investigate feasibility of such devices for circuit applica-
tions, circuit simulation models for the devices are required 
to be developed in parallel to the device development. How-
ever, this is not an easy task partly due to the lack of expe-
rienced researchers who can do the job. Another reason is 
that it normally takes a long time until the model becomes 
mature so that it can be used for actual device development.
Our aim is to improve this situation by providing a model 

platform based on the prototype of a complete advanced 
MOSFET model for circuit simulation. The prototype con-
sists of individual modules which are individual elements 
of the existing model. We take the advanced MOSFET 
model HiSIM for the platform. HiSIM is the first complete 
MOSFET model developed based on as much as possible 
device physics, and it has been proved to be the most ad-

vanced model available. By dividing HiSIM into modules, 
everybody can use the basic parts for his own purposes.
The multi-gate MOSFET has been considered as a pos-
sible candidate for a next generation device. However, 
there are still many unknown features to be understood 
due to its new device concept. Each feature has to be un-
derstood and modeled for real application of the device. 
First, the device performance has to be understood from a 
physics point of view, and connections between device 
performance and circuit performance have to be investi-
gated and have to extract the essence of the physics. 
These essential properties are modeled in a simple way so 
that the model is suitable for circuit simulation. By applying 
the platform developed, we accelerate communication 
among different fields and at the same time accelerate the 
device model development.

2．Future Developments
With use of the developed model platform this project 
aims at developing multi-gate MOSFET models for circuit 
simulation as a first step. The target device provides one 
more degree of freedom in the device structure. This re-
sults in carrier confinement causing high device 
performance. There is still lack of experience about the de-
vice design as well as circuit design with such strong quan-
tum confinement. For circuit applications, the underlying ef-
fects have to be included based on physical principles as 
much as possible without sacrificing simulation time. This 
task requires both experiences with devices and knowl-
edge of the device physics. It is becoming more difficult to 
get simple but the same time accurate solutions applicable 
for circuit simulation due to the higher-order physics which 
has to be considered. This can be done only through tight 
cooperation among experts in different fields. This project 
provides the opportunity for experts working together with 
the platform. 
This project is the first action aiming at realizing the co-
operative requirement. Being carried out by an interna-
tional working group it will therefore give continuous contri-
bution to the society by providing accurate circuit simula-
tion models in parallel to new device developments, as 
well as new device concepts suitable for reliable circuit 
applications. Thus the developed multi-gate MOSFET 
model will be posted in a website so that everybody can 
use as well as contribute for realizing robust and accurate 
model for the society.

◆Research Coordinator
・Mitiko Miura-Mattausch

　　（Hiroshima University: Japan）

◆Accounting Coordinator
・Tatsuya Ezaki（Hiroshima University: Japan）

◆Research Team Members
・Zhiping Yu（Tsinghua University: China）
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　　（Seoul National University: Republic of Korea）
・Mansun Chan（Hong Kong University of Science &

　　 Technology: Hong Kong, China）
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　　（Hiroshima University: Japan）
・Hanpei Koike（National Institute of Advanced 
　　Industrial Science and Technology: Japan）
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国際標準創成

1．研究の概要
９０年代末以降、商用衛星の大型化に伴い高電圧化した太

陽電池アレイで放電事故が頻発している。放電事故は最悪

の場合衛星機能の全損という事態を招き、金銭的損失のみ

ならず、衛星利用ビジネスへの投資家の信頼を損なって、

宇宙利用の拡大を阻んでいる。

太陽電池アレイは衛星の電源系に直結した部品を宇宙プ

ラズマに露出しており、電気絶縁の観点からは最も脆弱な

部位である。アレイ表面の絶縁体がプラズマによって帯電

することにより放電が発生することは、現在の通常の設計

では不可避である。たとえ放電が発生しても回路短絡等の

重大事故に至らないことを、打ち上げ前に地上試験で確認

することが必要であるが、試験方法についての国際標準が

存在せず、各国独自の条件で試験が実施されている。現在

も止まない軌道上不具合の連続により、衛星メーカ・衛星

サービス提供会社・保険会社からは、帯電・放電現象の物

理的機構に基づいた「正しい」そして「共通の」試験の実

施が求められている。

今回提案の研究では、衛星搭載太陽電池アレイの帯電・

放電試験の国際標準機構（���）規格を策定することを目

的とし、以下の項目を実行する。

�　同一設計の供試体などを使った国際協調実験により、

宇宙空間の帯電・放電現象を地上で物理的に正しく再

現できる効果的な試験方法を見いだす。

�　研究施設の相互訪問やワークショップを通じて専門

家間の意見調整と���規格案作成を行う。

2．将来への展望
９０年代末以降、太陽電池アレイの帯電・放電試験は各国

で行われてきたが、未だに年間１０機程度の事故が起きてい

る。余りに多くの事故が起きているために、衛星サービス

企業は新規技術を衛星に搭載することを拒否するなど技術

の進歩にとって後ろ向きの反応が出始めている。このよう

な事態が続けば、衛星基盤技術の進歩が止まってしまいか

ねない。

本研究では、衛星帯電・放電現象に対する国際的研究レ

ベルを向上させ、帯電・放電を抑制して衛星の信頼性を向

上させる技術を各国（特に日本）が身につけることを目指

す。これらの衛星信頼性向上への努力が、大型衛星を利用

した新たな宇宙利用ビジネスへの道を開くことにつながる。

更には、宇宙ホテル・宇宙工場・太陽発電衛星といった次

世代大型宇宙システムで必須の、宇宙での高電圧発電を実

現するための基礎を作るであろう。

2005IS084
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法のISO標準化プロジェクト
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1．Outline of the Research
Since the late 1990s, size of telecommunication satel-

lites has increased drastically as demand of more commu-
nication capacitance and satellite TV channels increased. 
To save launch cost by keeping the number of launches 
low, the number of transponders per satellite increased. 
Satellite power levels also increased. Nowadays, major 
commercial telecommunication satellites consume power 
larger than 10kW. To manage the large power efficiently, 
photovoltaic generation and transmission voltage also 
increased. Satellite bus voltage increased to 100V from 
50V that was used commonly for previous satellites. 
As the satellite voltage increased, accidents on solar ar-

ray have occurred very frequently. The accidents mostly 
due to arcing and subsequent short-circuit of array circuit 
cause at the worst-case total loss of satellite functions. 
Such events cause not only substantial financial loss but 
also distract investor’s attention, jeopardizing expansion 
of space business. 
Solar array exposes parts directly connected to satellite 

power system to space plasma. It is the weakest point in 
terms of electrical insulation. With conventional design of 
solar array, we cannot avoid arcing that occurs as insula-

tor surface of the array is charged by space plasma. It is 
necessary to validate that a given solar array design can 
withstand repeated arcing in space before the launch via 
electrostatic discharge（ESD）ground tests. Test condi-
tions, however, differ among countries, as there is no inter-
national standard to define the conditions. As satellites 
continue to fail even nowadays, satellite makers, satellite 
service providers and insurance companies demand a 
“correct”test that is based on physical mechanisms of 
charging and arcing phenomena in space.
The purpose of this research project is to establish Inter-
national Standard Organization（ISO）standard on ESD 
test. We carry out the following research items;
�　Find an effective test method that simulates the 
charging and arcing phenomena in space in a physi-
cally correct manner via internationally coordinated ex-
periments using international standard test coupons. 
�　Exchange information and write ISO documents via 
mutual visit exchange of test facility and international 
workshops.
During the process of research, we will enhance the re-
search level on spacecraft charging and reliability of com-
mercial satellites. Those efforts will open a new market of 
space business.

2．Future Developments
Although ESD tests of solar array were carried out in 
several countries, accidents of GEO satellite have not 
stopped, counting approximately 10 satellite failures per 
year（15 in 2003 and 9 in 2004）. Because of too many ac-
cidents, insurance companies are trying to exclude on-or-
bit failures from payment and satellite service providers 
are refusing to put new technologies to their satellites. 
These are very backward responses, which may put a 
brake on the advance of space technology. If these re-
sponses continue, emergence of new space business fol-
lowing telecommunication and broadcasting would be far 
beyond realization. 
We need to collect wisdom from all over the world to 
stop the bad atmosphere surrounding commercial satel-
lites by making an effective ground test method that can re-
veal defect in design and evaluate new technologies. By 
the present research project we aim to advance our knowl-
edge about satellite charging/arcing phenomena and es-
tablish the international standard. These activities have 
the following effects;
・　 Stimulate domestic and international space industry 
via promotion of trade of satellite components

・　 Enhance reliability of a satellite and open a road to 
new space application business using a large-scale 
satellite

・　 Form technological basis for the next-generation 
large space platforms such as space hotel, space fac-
tory, solar power satellite for which high voltage power 
generation is crucial technology.

2005IS084 ISO Standardization of Electrostatic Discharge 
（ESD） Test of Satellite Solar Array
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1．研究の概要
本共同研究では、日・米・欧の国際的な協調により、多

様な環境下にある運転者の「運転行動信号」を大規模に収
集し、車内音声対話の高度化、運転行動の個人性の抽出、
運転状態の認識、危険予知といった、高度な応用の基礎と
なりうる、自動車運転行動のモデル化手法を確立する。こ
の目的を達成するために、�大規模な車内運転行動データ
ベースの構築、�車内音声言語処理の高度化、�運転行動
信号処理手法の確立、�運転環境下でのユビキタス・コ
ミュニケーション、の４つの研究項目を実施する。得られ
た知見に基づき、自動車運転の安全性、快適性の評価・計
測法に関する国際標準への提案を目指す。
�　車内運転行動データベースの構築：運転行動信号処
理研究の基礎データとして、運転行動の収録環境・収
録方式の標準化を行ったのちに、日・米・欧において、
被験者を用いた大規模な運転行動データの収集を行う。
また、運転行動を効率的に計測するための手法や、収
集実験手法の設計を行う。各国における道路行政や習
慣、文化的側面の違いを調査し、その影響の検討も行
う。
�　車室内音声言語処理の高度化：車と人のインタラク

ションの中心は音声インタフェースであり、車内とい
う高雑音環境下でロバストに利用可能な音声認識シス
テムが強く求められている。本研究項目では、多言語
に渡り音声対話システムを構築し、被験者実験によっ
てその評価と国際比較を行う。プロトタイプシステム
との対話は、運転行動データベースの一部となる。
�　運転行動信号処理手法の確立：運転行動信号は、音
声・映像に加え、ハンドル・アクセル・ブレーキなど
の車両操作、発汗、脈拍などの生体情報、視線、動作
などで計測されるマルチメディアデータである。これ
らのデータから、人間行動の意味や意図を正しく抽出
する信号処理手法を確立することが、本項目の目的で
ある。
�　運転環境下でのユビキタス・コミュニケーションの
高度化：車内音声対話や運転行動信号処理の研究を推
進するための研究基盤として、車々間通信などの移動
通信技術に取り組む。車内音声対話のプロトタイプシ
ステムに、移動通信を介したネットワークアクセス機
能を付加することで、人間とサービスとのインタラク
ションについて通信システムを含めた性能評価を可能
とする。

2．将来への展望
データベース収集の最終目標は、日本２５０名、米国１００名、
欧州１００名の合計４５０名の運転信号である。日米欧三極にお
いてほぼ同一の運転信号を大規模に集積した、貴重な国際
共通研究・評価基盤が構築される。種々の信号処理手法を、
本データベースを用いて定量的に評価することで、運転行
動信号処理技術を、運転の個人性や個人内の操作のばらつ
きがモデル化できるレベルに高度化する。さらに運転行動
の信号モデルを運転状態の推定に応用することで、運転操
作の観点から、運転の安全性・快適性の評価を行う技術を
確立するとともに、その標準化普及を図る。高度化、多様
化する車内のコミュニケーションやアミューズメントが運
転に与える影響を正しく評価することで、新たな産業領域
を構成しつつある車内の情報処理応用技術の発展に資する
ことを目指す。

2005IS119 大規模実世界データに基づく自動車
運転行動信号処理の先導的研究
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
The primary goal of this study is to develop signal model-

ing technology for driving behavior which can be funda-
mental in estimating the condition of the driver, extracting 
the individualities and/or predicting dangers ahead.  In or-
der to achieve this goal, real-world driving behavior signals 
are extensively collected through the collaboration of re-
searchers from Japan, U.S., Italy, Singapore and Turkey.  
The secondary goals of this undertaking include: 
・　Collection of a large-scale driving behavior signal 
corpus under real driving conditions. 

・　Enhancement of in-vehicle speech dialogue meth-
ods and technologies.

・　Exploration of fundamental methodologies for driv-
ing behavior signal processing. 

・　Evaluation of communication technologies for mo-
bile environment. 

Furthermore, based on the research results, interna-
tional industrial standards for measuring and evaluating 
the safety and the level of comfort of the driving experi-
ence will be proposed.

1.1　Driving Behavior Corpus Construction:
After standardizing the measuring method as well as the 

measuring equipment for the driving behavior as a re-
search fundamental, a large-scale data collection is per-
formed in Japan, the U.S., and Europe. An effective 
method and implementation procedure for collecting data 
are carefully designed. The impact of the local differences 
in regulation, custom, and culture of the traffic on the driv-
ing behavior are also investigated and analyzed.

 

1.2 Enhancement of in-vehicle speech dialogue 
methods and technologies.
Since speech is the most natural interface for people 
while driving, an automatic speech recognition system, 
that is robust to the ever-changing in-vehicle sound envi-
ronment, will be a key technology. A spoken dialogue sys-
tem implemented in different languages is operated at 
three countries and comparative analysis is made on their 
performance. The collected dialogues constitute the most 
important part of the driving behavior signal corpus.

1.3　Exploration of fundamental methodologies 
for driving behavior signal processing. 
Driving behavior signal set is a multimedia stream con-
sisting not only of audio and video signals but also of the 
controlling signals for a steering wheel, the gas and brake 
pedals, and various physiological signals including perspi-
ration and heart rate. A novel approach that can correctly 
extract the meanings and the intentions of the behavior is 
a very important and an open problem. 

1.4　Evaluation of communication technologies 
for mobile environment. 
Inter-vehicular communication technologies are evalu-
ated from the viewpoint of the man-machine interface, i.e., 
how the speech recognition, visual cues, and the human 
behavior signal processing technologies can provide safe 
interactions with the services over the vehicular mobile net-
work（vehicular Internet.）

2．Future Developments
The final goal of the data collection is to collect driving 
signals of more than 250 drivers in Japan and 100 drivers 
each in U.S. and Turkey. Such a large corpus collected un-
der a unified configuration at different countries forms a 
valuable common resource of fundamental knowledge for 
a wide range of future studies. By evaluating various sig-
nal processing technologies using the corpus, we can ef-
fectively develop novel models of the human driving behav-
ior so that these models can describe the individuality 
and/or the intra-driver variations of the driving experience. 
Furthermore, the application of driving behavior signal 
processing technologies to the driver status estimation 
could be used in establishing new methods for evaluating 
the safety from the viewpoint of the driving operation. 
International standardization of such measuring technol-
ogy for the safety is one of the most important goals of this 
study.

2005IS119 International Research Coordination of Driv-
ing Behavior Signal Processing based on 
Large Scale Real World Database

◆Research Coordinator
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国際標準創成

1．研究の概要
本研究は、ナノテクノロジーの研究開発において極めて

高い位置づけを持つ、���を用いたナノ物質・構造の精密

形態評価法の開発とその標準化を目指すものである。

���装置を用いて得られるナノ構造体の観察では、通常

���チップの先端形状等の影響を受けて、二次元方向分解

能、深さ方向分解能が劣化した像しか得られない。しかも、

チップの先端形状等が未知であることやチップが印加する

力の定義が困難であることをうけて、測定画像の精度や誤

差が定義できないなどの問題が共通認識となっている。加

えて測定手法における標準化が進んでいないため、これま

での���測定は測定者・測定条件に大きく依存する、いわ

ば「定性的」な形態評価に留まっているに過ぎない。

上記を踏まえて本研究では、チップ先端形状評価と試料

に働く力評価や���による高さ評価の可能な標準物質の

開発・利用を通して、ナノの世界に絶対値を議論できる基

盤を整備することを目指している。具体的には、①���

チップの先端形状のその場測定や、���測定に際して印加

される力のその場測定を可能にするチップキャラクタライ

ザ（標準物質）の開発、②上記キャラクタライザを活用し

た、ナノ構造に対する使用チップの応答特性（空間周波数

応答特性）の測定法の開発と、それに基づく���画像補正

アルゴリズムの開発、及び③様々な測定環境下での���に

よる力評価・形状評価手法の開発とそれを通したハード（無

機）ナノ物質、ソフト（有機・生体）ナノ物質形態測定法

の確立を目指した研究開発を推進する。上記研究開発成果

をもとに���国際標準化展開も視野にいれて研究を推進す

る。

 

2．将来への展望
２００５年５月に、ナノテクノロジーに関する���の新しい

技術委員会（������２２９）が発足した。また���において

もナノテク標準化に向けた技術委員会（��１１３）が２００７年

に発足し、両者は「計測・キャラクタリゼーション」分野

で共同の作業を開始するなど、ナノテクノロジー関連の国

際標準化への関心・要請が極めて高まっている。両者はカー

ボンナノチューブのキャラクタリゼーション法の標準化か

ら活動を開始しており、ナノ構造体の形態（形状）評価に

関するニーズ・関心が高いことから、���によるナノ物質・

構造の精密形態評価手法・手順の国際標準化への要請に応

えていく計画である。展開の場としては、上記������２２９

に加えて、������２０１／��９（走査プローブ顕微鏡）を想

定している。

ナノ物質・構造体の精密な形状（形態）評価技術の開発

は、昨今関心の高まっているナノテクノロジー安全性評価

にも密接に関係している。ナノ物質は、単体で存在してい

るか、それが凝集状態にあるかで生体への影響も大きく異

なることが懸念されており、このような分散・凝集状態の

精密解析には実環境下で計測可能な���への期待が大き

い。本研究開発を通して、科学技術的な解析（リスク評価）

に裏付けられたナノテクノロジーの発展に貢献したいと考

えている。

2005IS128 AFMを用いたナノ物質形態の精密評価
手法のISO国際標準化
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
Nanotechnology, which is expected as the leading tech-

nology for industrial and economical growth in the 21st 
century, requires accurate fabrication and control of nano-
materials/structures. Precise morphology measurement of 
them is the first step to develop nanotechnology, and 
Atomic Force Microscopy（AFM）is considered to be one 
of the key measurement methods for the development. 
This project aims at to develop a new approach for precise 
morphology measurement by AFM, and to help the future 
standardization of the measurement procedures.
Although AFM is well known to have very high resolving 

power for spatial imaging such as observation of an atomic 
arrangement on a solid surface, following problems have 
been indicated; When we measure a protrusive nano-
structure, the measured width is wider than the width of 
the original structure. If we measure two protrusive nano-
structures placed with a narrow gap, the height measured 
between the two structures is shallower than the height of 
the protrusion. In both cases, the difference between the 
measured values of the width/height and the real values 
are subjected to the shape of a probe used for AFM 
observation. In addition to them, images of nano-struc-
tures observed by AFM depend strongly on the force ap-
plied to the AFM probe. A matter of worse is that we do not 
have practical way to know the real probe shape（i.e., 
probe apex and/or probe contour）, nor to know the force 
applied to a sample under the real measurement condition.
Coming from recognition that the determination of AFM 

probe shape and force applied to a sample is the key issue 

to improve the AFM image quality, we have planned to 
study the following subjects: Firstly, we develop probe-
characterizers which allow us to measure in-situ the shape 
of an AFM probe and force applied to samples at any site 
of AFM observation. Secondly, we develop a standard pro-
cedure to determine and describe the response function of 
probe（i.e., the function which represents the response 
feature of a probe to spatially modulated fine structure）. 
The response function will be useful not only to correct 
AFM images deteriorated by probe-shape, but also to 
judge whether an AFM probe can be applied to the meas-
urement of a designed nano-structure. We also try to es-
tablish the conditions for accurate morphology measure-
ment of hard（inorganic）and soft（organic or biological） 
nano-materials/structures by AFM under various measure-
ment environments（e.g., in air, in water, etc）.

2．Future Developments
New Technical committee of ISO on Nanotechnology 

（ISO TC229）has been established in 2005. IEC also 
started the activity of standardization of Nanotechnology 
by establishing TC113 from 2007. Moreover, both ISO 
TC229 and IEC TC113 have agreed to collaborate in the 
field of “Measurement and Characterization”, and JWG2 
was formed. The first target of the JWG2 is the standardi-
zation of characterization method for carbon-nanotubes 
（CNT）. It is already clear through the questionnaire sur-
vey on standardization to stakeholders of nanotechnology 
business that they have high interest and request for accu-
rate morphology measurement. Therefore, this research 
project tries to develop reference materials and standard 
procedures which can be applied for accurate morphology 
measurement by AFM of nano-materials including CNT.
Nano-materials easily aggregate resulting in change of 
reactivity. So the accurate morphology measurement is es-
sential to discuss potential risks which nano-materials/ 
structures may have. The results of the present study, 
therefore, will provide common base for the scientific as-
sessment of nano-risk for which intensive studies have 
just started.

2005IS128 ISO Standardization for Precise Morphology 
Measurement of Nano-Materials by AFM
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国際標準創成

1．研究の概要
遺伝子情報、特に一塩基多型（�������	
���	���������

���������	
�）、を基に患者個人に適した医療を提供する

「個の医療」は、医療品質の向上ばかりでなく、逼迫した

医療財政の救済にも繋がるものとして、その早期の実現が

期待されている。本プロジェクトにおいて我々は、ゲノム

創薬のボトルネックである薬物動態と毒性に関与する薬物

トランスポーターに焦点を絞り、その機能に影響をおよぼ

す���のバリデーションを行うための技術基盤を構築する。

日米欧の共同作業により、創薬と診断に有用な���のバリ

デーション方法の国際標準化を実現させる。

2．将来への展望
本プロジェクトは、薬物トランスポーター���の��������

機能バリデーション方法を確立して、国際標準化（���承

認）を目指す。従って本研究から産まれる成果および機能

解析技術は、次のような産業技術に貢献する。

�　本プロジェクトで開発される���機能解析スクリー

ニング技術を関連企業へ技術移転する。

�　���機能解析方法の���（標準運用規定）を製薬企

業およびバイオ企業に提供し、説明会を開催する。

�　薬物トランスポーター���判別アレイおよび���

判別機器を製作し、販売するビジネスが可能になる。

（日本の技術力で、薬物代謝酵素の���判別アレイを

開発する。）

�　トランスポーター���の��������機能解析に用いる

発現細胞、試薬、高速スクリーニング装置を開発でき

る。国際標準化により、当該企業またはベンチャーは

世界的ビジネス戦略を策定することができる。

�　製薬企業にとって、自社開発の新薬候補化合物が薬

物トランスポーターの���によって影響を受けるか否

かを��������スクリーニングの系で事前に評価するこ

とができる。それにより、速やかに遺伝子多型に影響

を受けにくい創薬分子デザインができる（市場の拡大）。

�　臨床診断用の���の絞り込みが可能になり、無駄な

���を判別する必要がない。即ち、より安価で高速に

遺伝子多型診断を行うことができる（診断コストの削

減）。

�　製薬企業が臨床開発申請の際、国際標準化された���

�����解析方法を用いることにより、客観的かつ信頼性

の高いデータを提出することができる。

2005IS144 創薬・診断において重要な薬物トランスポーター
遺伝子多型の機能解析技術の国際標準化
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1．Outline of the Research
Development of strategic and international standards of 

technologies for the validation of single nucleotide poly-
morphisms（SNP）is important to realize the genome-
based diagnosis and drug discovery. In this project, we will 
develop a new technology to functionally validate SNP in 
drug transporter genes. In collaboration with professional 
scientists in USA and Europe, we will achieve the interna-
tional standardization of critical methods needed for in vi-
tro functional validation of SNP in drug transporter genes.

Specific Aims
�　To validate in vitro functional assay methods cur-
rently used for drug transporters. 
�　To prepare an internationally acceptable SOP for in-
vitro functional assay methods. 
�　To publish the established SOP to pharmaceutical 
companies and regulatory agencies. 

Evidence is accumulating to strongly suggest that drug 
transporters are major determinants of pharmacokinetics, 
and, by extension, drug response.  There are two major su-
perfamilies of drug transporters: solute carriers （SLC） and 
ATP-binding cassette（ABC）transporters. Transporters in 
both superfamilies are expressed in various tissues such 
as the intestine, brain, liver, kidney, and importantly can-
cer cells where they play critical roles in the absorption, 
distribution, excretion and cell specific delivery of drugs.   

The functions and substrate specificities of drug trans-
porters have been characterized by several in vitro tech-
niques using cells expressing the transporter genes.  In 
particular, construction of in vitro expression systems us-

ing human transporter cDNA clones provides useful mod-
els to evaluate the substrate specificity.  However, there 
are many factors that can affect the function as well as the 
expression of drug transporters.  These factors include mu-
tations in the cDNA of the transporter used in the transfec-
tion system; the copy number of cDNA incorporated in ge-
nomic DNA of host cells; variation in transfection efficiency 
in transiently transfected cell systems; variation in cell 
lines which may result in variation in the stability of mRNA, 
post-translational modification, and intracellular localiza-
tion of the transporters.  Variation in any of these factors 
will result in variation in the expression level or activity of 
the transporters.

2．Future Developments
In the 21st century, emerging genomic technologies 

（bioinformatics, functional genomics, and pharmacogenomics）
are shifting the paradigm of drug discovery research and 
improving strategies for medical care for patients with the 
aim of achieving“personalized medicine”. In order to real-
ize personalized medicine, however, it is critically impor-
tant to understand the molecular mechanisms underlying 
inter-individual differences in drug response; in other 
words, pharmacological effect vs. side effect.

Functional validation of the polymorphism of drug trans-
porters that is being performed in this project will provide 
clear insight into the biochemical significance of genetic 
polymorphisms. While such validation is experimental sci-
ence, it is of particular importance for regulatory scientists 
who have to evaluate in vitro transporter experiments in 
the setting of drug approval process.  To quantitatively vali-
date the effect of genetic polymorphisms on the function of 
drug transporters, Dr. Ishikawa and his research team 
members of this project will develop high-speed screening 
systems, a new structure-activity relationship（SAR） 
analysis method, and SOP that can be applied in the mo-
lecular design and evaluation of new drugs. After the com-
pletion of this project, those validation methods will be ap-
plied for obtaining the ISO approval.

2005IS144 International Standardization of Functional 
Analysis Technology for Genetic Polymor-
phisms of Drug Transporters

◆Research Coordinator / Accounting Coordinator
・Toshihisa Ishikawa

　　（Tokyo Institute of Technology: Japan）

◆Research Team Members
・Kathleen M.Giacomini

　　（University of California: USA）
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国際標準創成

1．研究の概要
本提案は、細胞内の遺伝子・たんぱく質の相互作用を記

述するグラフィカルな表記に関する国際標準を創生するこ
とを目的としている。現在、このような相互作用は、イン
フォーマルな矢印と楕円のノードで表されているが（図１）、
一貫性と定義の明確性に問題があり、極めて曖昧かつ誤解
を誘発する原因になっている。我々は、生物学分野におい
ても、電子回路の表記標準に相当する国際的に合意され、
一貫性のある表現形態が必要であると考える。これを、
����（��������	
����������
���������
��）として国際
的な標準化グループを組織し標準を目指す。
ゲノム研究の進展とそれに呼応するシステム生物学への

興味の高まりとともに、生体内の遺伝子・たんぱく質ネッ
トワークに関する研究が、非常に重要なテーマとして浮上
してきた。この分野の研究を促進するためには、いままで
個別に記載されていた生体内の分子相互作用ネットワーク
を統一的に記述する標準が必要である。この標準化は、二
つのレベルにおいて実現することが必須である。それは、
相互作用モデルのシミュレーションや解析を行うソフト
ウェアに対する機械可読表現と研究者が目で見て理解する
ことができる人間可読表現である。前者の機械可読表現に
関しては、����（��������	
������������������）
として、現在においてはデファクト標準として受け入れら

れた状態に到達した（����グラントの支援を得た成果で
ある）。しかし、後者の人間可読表現に関しては、現在ま
でにデファクト標準などは存在していない。
このため、明確に定義され、十分な情報が表現できるグ
ラフィカル表現の標準化が急務である。電子回路の回路図
では、従来からこのような表現が確立され、それがエレク
トロニクス産業の基盤となっている。我々は、生物学の分
野における回路図の描き方を標準化しようと考えている。
我々は、すでにこの目的を達成する記法の基盤を確立した
（図２）。そこで、本制度を利用して、さらに詳細の整備、
コミュニティーの形成、標準仕様書・実装仕様書の整備、
ソフトウェアのサポートなどを行い、標準を確立しようと
考えている。

2．将来への展望
現在まで、生物学的ネットワークのグラフィカルな記法
を提案し普及させた例はなく、本提案は、極めてオリジナ
ルなものである。
また、本提案は、生物モデルの記述の標準化という大き
な目標の第二段階であり、その第一段階は、すでに����
グラントでデファクト標準となった����である。����
の標準化により、生物モデル記述の機械可読部分と人間可
読部分の両方の標準化確立することになる。　
すでに����グラントの支援を得て、デファクト標準の
座を確立した����とともに、����が標準となれば、生
物学的モデルに関する基本的標準化が達成されることとな
り、これらのモデルの流通・再利用、第三者による検証な
どが可能となると同時に、世界的に知識の集積と交換が促
進される。
電子回路の分野で、標準的な回路図の書き方が決まって
いなければ、今日のエレクトロニクス産業の発展はあり得
なかったであろうことは想像に難くない。本研究は、生物
分野において、回路図の書き方の標準を決めると言うこと
であり、そのインパクトは極めて大きいと考えている。

2005IS175 遺伝子・タンパク質ネットワーク・グラフィカ
ル表現の国際標準化
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図２　SBGNによる表現図１　現状のインフォーマルな表現
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
This project aims at the design of an international stan-

dard for graphical representation of molecular interactions 
among genes and proteins. Currently, such interactions 
are represented by informal diagram with arrows and cir-
cles that is often inconsistent and ambiguous that causes 
confusion, misunderstanding, and potentially costing time 
and money of research efforts. We argue that there should 
be a rigid, well-defined, unambiguous standard for visually 
representing such interactions as we see in schematics for 
electronics circuits. SBGN（Systems Biology Graphical 
Notation） will be proposed to be such a standard by form-
ing an international community of standard formation, and 
initially pursues establishment of standard.
With the progress of genome science and systems biol-

ogy, understanding of network that defines interaction 
among genes and proteins is increasingly important. To fa-
cilitate research in this area, it is essential that standard 
schemes for representing such networks are established. 
The standardization has to be done at two levels: machine 

readable representation of network models, and human-
readable representation of networks. 
The former standard has already been established de 

facto by Systems Biology Markup Language（SBML）, 
based on the support of a previous NEDO grant to SBML 
team. However, the latter standard is yet to be designed.
At this moment, networks are shown using informal arc 
and circle diagrams which pose problems due to their inac-
curacy and ambiguities.（Fig 1）. We proposed to develop 
well-defined representations as seen in Fig 2. This is ana-
logue to electronics circuit diagrams that are globally ac-
cepted and contain sufficient information to reproduce cir-
cuits without additional information. In a sense, we wish to 
create a standard on how to draw circuit diagrams in 
biology. To do this, we will not only develop the standard 
notation itself, but also produce a series of software to sup-
port and disseminate this standard.

2．Future Developments
This is a very unique project as no systematic efforts to 
standardize graphical notation have been taken before. 
Kurt Kohn proposed a canonical representation which is 
rather well defined. However, it was not widely used due to 
lack of software support and visual complexity of the 
notation. We want to overcome this problem, and succeed 
in producing well-defined yet readable notation with suffi-
cient software support. 
In addition, SBGN will be defined to be consistent with 
SBML, enabling users to immediately use SBGN-based 
diagrams for variety of computational analysis. We believe 
SBGN will be the standard in near future and significantly 
enhance biomedical and life science research. Imagine 
whether electronics industry could have flourished without 
standard schematic diagrams, the potential impact of 
SBGN project can be well -understood.

2005IS175 International Standard for Graphical Nota-
tion of Biological Networks

◆Research Coordinator / Accounting Coordinator
・Hiroaki Kitano

　　（The Systems Biology Institute: Japan）

◆Research Team Members
・Michael Hucka
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Fig.１　Current Informal Notation Fig.2　proposed SBGN Notation
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国際標準創成

1．研究の概要
本研究においては、次世代情報処理基盤として研究が進

められている�インフラストラクチャにおけるセキュリ

ティ基盤の構築・運用に関する技術開発を行なう。異なる

組織で資源を共有しあう�インフラストラクチャにおいて

信頼関係を構築するためには、標準的なセキュリティポリ

シの構築が必須である。また、各組織はそれぞれが保持・

提供するデータや計算などのサービスに対し、独自の公開

ポリシを備えており、セキュリティシステムは各組織のポ

リシを尊重した柔軟なアクセス制御を実現する仕組みを実

現する必要がある。本研究においては、標準セキュリティ

ポリシの策定および�インフラストラクチャにおける認証・

認可を実現するセキュリティシステムの設計・実装を行う。

セキュリティポリシの標準化については、アジア太平洋

地域におけるポリシ策定委員会である���������	����
�����

����������	
�������（��������	�）、欧州におけるポ

リシ策定委員会である�������	
���
������
��	�����	�


��������	（�������	
�）、北中南米におけるポリシ策定

委 員 会 で あ る��������	
�’���������	�
�����������

��������	（������）の３地域のポリシ策定委員会により、

グリッドのセキュリティポリシを世界レベルで策定する

���������	��
������������������	�（����）を２００５年１０月

に設立した。各���および����において、グリッドの標

準セキュリティポリシの策定に関する議論を開始し、���

の活動内容の選定、運用ガイドライン、認証局の運用要件

を文書化した。また、グリッドの標準化団体である�����

��������	
（���）において、認証局の監査項目および監

査手順に関するドキュメントの作成を進めており、近々公

開コメントの段階に入る予定である。

�インフラストラクチャにおけるセキュリティシステム

に関する研究においては、各組織の公開ポリシを尊重した

アクセス制御を実現する認証・認可システムの設計および

プロトタイプ実装と評価を行った。本システムにおいては、

複数の組織により構成される仮想的な組織（�������	
����

��������	
�）の概念を導入する。一般に、ユーザは一つ以

上の��に所属し、サービスへのアクセスに際しては、��

に基づく認証・認可を基本とする．��における各ユーザの

権限は��ごとに管理し、サービスへのアクセス制御につい

てはサービス提供者のポリシに応じて決定される。これに

より、データ提供ポリシを尊重しつつ、ユーザ数に対して

スケーラブルなアクセス制御を実現する．認証は�������	

�������	
�����������（���）に基づいて行うが、ユーザ証

明書や秘密鍵の管理などをユーザに意識させないインタ

フェースを設計・実現した。認証・認可システムのプロト

タイプ実装および予備評価を行ない、設計の妥当性を検証

し、設計した認証・認可システムが�インフラストラクチャ

において柔軟なアクセス制御を実現することを確認した。

2．将来への展望
�インフラストラクチャを恒常的に利用可能な安定した

情報処理基盤として確立するため、保証レベルに応じた

様々な認証プロファイルの作成や監査を含む運用状態の監

視機能の実現などの様々な技術の開発および標準化を進め

る。また、世界的なプロジェクトで実証実験を行い、本課

題の成果の実用化を進めるとともに、その評価を通じて

フィードバックを獲得し、必要に応じて改良を進めていく。

2005IS178

写真左より　Darcy Quesnel（TAGPMA議長）, David Groep（EU-
GridPMA議長）, Tony Genovese（TAGPMA）, 田中良夫, 関口智嗣

eインフラストラクチャ構築のための国際
標準セキュリティポリシ策定事業

◆研究代表者／会計担当者
・田中　良夫（産業技術総合研究所：日本）

◆共同研究者
・関口　智嗣（産業技術総合研究所：日本）
・Darcy Quesnel（国立研究協議会：カナダ）
・David Groep

　　（高エネルギー・核物理学研究所：オランダ）

◇研究期間：２００５年１０月～



���

International Srandard Development

1．Outline of the Research
In this research, we will develop technologies for build-

ing and managing security infrastructure which supports e-
Science Infrastructure.  The fundamental of establishing 
trust relationship between different organizations which 
compose e-Science Infrastructure is the coordination of se-
curity policies between them.  Therefore, it is necessary to 
build standard security policies to make e-Science Infra-
structure practical.  In addition, since each organization 
has its own policy for publication of data and services, the 
security system must be able to implement access control 
which respects organization’s publication policies.  In this 
research, we will develop standard security policies and a 
new authentication and authorization mechanism which 
support e-Science Infrastructure.
For a security system of e-Science Infrastructure, we 

have designed a security architecture which supports flexi-
ble publication policies for service providers.  The de-
signed architecture includes mechanisms for authentica-
tion and authorization, as well as user interface for ease of 
use.  In the design, we introduce the concept of a virtual or-
ganization（VO）in which various data and computing re-
sources are provided as services represented by standard 
protocols.  We use Grid Security Infrastructure（GSI）, 
which is based on Public Key Infrastructure（PKI）, X.509 
certificates, and the Secure Sockets Layer （SSL）commu-
nication protocol, for authenticating users and services.  
The designed architecture does not require end-users to 
install any special software on their desktop computers.  In 
addition, the users do not have to take care of their own 
credentials by themselves, though every user must have a 
pair consisting of user certificate and key for use of the 
GSI environment.  User accounts and credentials are cen-
trally managed by the backend secured server.  For 

authorization, service providers are able to control ac-
cesses for individual users.  It is also possible to control ac-
cess according to the roles and groups assigned to the us-
er, or his belonging VO.  This design implements flexible 
authorization mechanism which respects service provider’s 
publication policy.  We have implemented a prototype of 
the security architecture.  Results of the preliminary 
evaluation indicated that the designed security architec-
ture satisfy the security requirements of the e-Science 
Infrastructure.
For the standardization of security policies, in October 
2005, we have established the International Grid Trust 
Federation（IGTF）which consists of the three regional 
Policy Management Authorities （PMAs）, Asia Pacific Grid 
PMA （APGrid PMA）, European Grid PMA （EUGrid PMA）, 
and the America’s Grid PMA（TAGPMA）.  We have 
drafted “Authentication Profile for Classic X.509 Public 
Key Certification Authorities with secured infrastructure”, 
“Grid Certificate Profile”, and “Guidelines for auditing Grid 
CAs”.  The first document describes minimum require-
ments for traditional Grid PKI certification authorities.  It is 
published as an IGTF profile and continuously being im-
proved and modified.  All certificate authorities those are 
accredited as IGTF-profile-compliant are guaranteed to 
have the same security policies for authentication.  The 
last two documents were submitted to the Open Grid Fo-
rum for publications and we have been reviewing the two 
documents.  “Grid Certificate Profile” document describes 
recommendation of certificate profile and “Guidelines for 
auditing Grid CAs” introduces items and methods of audit-
ing Grid CAs. “Grid Certificate Profile” document has 
passed a public comments period and will be published as 
an OGF-document shortly. “Guidelines for auditing Grid 
CAs” document will enter to a public comment period 
shortly and expected to be published as an OGF-docu-
ment in several months.

2．Future Developments
The developed policy will be standardized at the Global 
Grid Forum which, that is a forum for making standard on 
Grid technologies.  We also aim to standardize the policy 
as De Jure Standard such as JTC-1. 
We will evaluate the research results by empirical experi-
ments on real applications.

2005IS178 Standardization of Grid Security Policies for 
e-Science Infrastructure
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国際標準創成

1．研究の概要
持続可能な発展のためには、経済活動の維持と地球環境

負荷の削減を両立させることが不可欠である。自由貿易下

で工業製品の環境負荷を削減するためには、まず、材料・

材料製品の環境情報を表示する指標を国際的に開発・整備

して、入札・売買の判断材料にすることが求められる。京

都会議の主催国である日本が中心となって、多様な材料に

対応して環境情報を表示し得る指標と表示フレームの国際

開発・標準化を推進し、持続可能な発展のための礎を構築

することを目的とする。

本プロジェクトの研究体制を図１に示す。材料の環境情

報指標は３つのグループに分け、それぞれ２つの指標につ

いて日本国内において研究開発を行っている。材料の環境

情報表示および指標のニーズに関する海外調査はドイツ、

中国およびカナダの研究者が実施しており、毎年開催する

国際ワークショップを通じて、カナダ、米国、韓国、イタ

リア、英国などの研究者と材料環境情報について情報交換

を行っている。国際共同で各指標の意義と定量化方法を共

同で討議して国内外における科学的合意形成を進めている。

本プロジェクトで開発する指標の多軸表示イメージを図２

に示す。

2．将来への展望
材料・材料製品の環境情報を表示するための指標が開発

され整備されると、環境技術に優れた材料の国際競争力が

高まることとなり、環境に配慮した材料の開発が促進され

るものと期待される。さらに環境に配慮した材料が自由貿

易下で国際的に普及するようになると、地球規模で工業製

品の環境負荷を削減することに繋がる。持続可能な発展に

向けての基盤形成に貢献するものと考える。

2005IS180 材料の環境情報指標の国際開発と標準化
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International Srandard Development

1．Outline of the Research
Coexistence of economic health and reduced environ-

mental burden is essential to sustainable development of 
our societies.  In order to reduce the environmental burden 
of industrial products in a free trade system, we must de-
velop and promote the international indices for disclosing 
environmental information of traded materials, and stan-
dardize them internationally for buying and selling.  In this 
project, Japan leads international development and stan-
dardization of the indices and framework indicating the 
indices.
Figure 1 shows the research system of this project.  The 

environmental information indices are classified into three 
groups;（indices related to resources）,（indices related to 
manufacture, use and disposure）, and（indices related to 
safety）.  We develop two indices for each group, that is, 
six indices totally.  The radar chart indicating developed in-
dices are shown in Fig.2.
We implement international collaboration with research-

ers in German, P.R.China and Canada who perform for-
eign research on environmental information indices.  Infor-
mation exchange with other countries, e.g. USA, Korea, It-
aly and UK, is made through annual international 
workshops.

 

2．Future Developments
When the environmental information indices of materials 
are developed and promoted, high eco-efficiency materials
（ecomaterials）are internationally competitive and devel-
opment of ecomaterials is advanced.  Widespread of eco-
materials in a free trade will reduce the environmental bur-
den of industrial products on a global mass scale.  We ex-
pect that this project contribute to constructing a basic 
ground for sustainable development.
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Fig.１　Project Team

Fig.2　Radar chart image of developed indices
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成　果　報　告　会

　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO技術開発機構）は、研究を終了した研究課題について、
その成果を広く公表するために成果報告会を開催しています。

　　産業技術研究助成事業　成果・評価ホームページ

　　http://www.nedo.go.jp/itd/teian/seika.html

Results Presentation

　The New Energy and Industrial Technology Development Organization（NEDO）regularly holds a meeting to 
publicly announce research results that are obtained through its research.

  Research results and evaluations for NEDO Grant Program research are presented on NEDO’s Web site at 
http://www.nedo.go.jp/itd/grant-e/research/index.html .




