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１．独創的シーズ展開事業について

　本事業は、大学・公的研究機関等（以下「大学等」（※）という）の独創的な研究成果（シーズ）
について、研究成果の実用化に向けて展開を図るため、課題の技術フェーズに応じた各種
プログラムにおいて競争的環境下で研究者や企業等から公募により広く課題を募り、外部
の専門家・有識者による評価を行って優れた課題を選定し、研究開発を推進して研究成果
の社会還元を図るものです。
　本事業は、以下の４つのプログラムから構成されます。

○独創モデル化
　�大学等の研究成果に基づく研究開発型中堅中小企業の有する新技術コンセプトの実用
化に向けた育成のための、試作・可能性試験等の研究開発を推進

○大学発ベンチャー創出推進
　大学等の研究成果を基にした起業及び事業展開に必要な研究開発を推進

○革新的ベンチャー活用開発
　�大学等の研究開発成果のうち、研究開発型ベンチャー企業を活用することによりイノ
ベーションの創出が期待されるものについて企業化開発を推進

○委託開発
　�国民経済上重要な新技術のうち、企業化が著しく困難な新技術について企業化開発を
推進

（※）�大学等とは大学、高等専門学校、公的研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人、
公益法人です。
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２．委託開発について
　　　（平成19年度より一部制度変更）

⑴委託開発とは
　大学等で生まれた（企業との共同研究を含む）優れた研究成果（新技術）をもとにして
企業などに開発費を支出し、研究成果の実用化を委託するプログラムで、開発が成功の場
合は開発費を返済していただきますが、不成功の場合には開発費の90％について返済は不
要（JSTが開発リスクを負担）です。

⑵課題の選定
　応募のあった課題の中から、国民経済上重要で企業化が著しく困難な新技術について、
審査を経て委託開発課題として採択します。開発を実施する企業は、技術開発力、経営基
盤等からみてふさわしい企業を選定します。

⑶開発
○　開発費
　　　　１〜20億円程度

○　開発期間
　　　　２〜７年程度

○　成功した場合の返済条件
　　　　�開発成功後10年以内の年賦返済、担保は不動産、有価証券または銀行等の連帯

保証等
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⑷委託開発のスキーム
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委託開発
課題名

3．代表的な開発成功課題

人工脂質膜を用いた品質管理用高耐久性高速味覚センサ

（参考資料）

研究者 都甲潔（九州大学）

委託開発企業 株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー

開発期間 平成１７年 3 月〜平成１９年 2 月

委託開発費 約 1 億６０００万円

概要

　食品製造現場では、味の管理のため、人の官能による試験が広く行われて
いるが、試験者の個人差により、処理量にも限界がある。また、味覚センサ
も一部実用化されているが、センサヘッドの耐久性が低いことから、研究用
途に限られている。食品製造現場では、高耐久性の味覚センサが望まれている。
　本技術は、人工脂質膜を用いて味を数値化する高耐久性高速味覚センサに
関するものである。甘味、酸味等の基本味に対応する 5 種類の人工脂質膜を
用い、呈味物質との吸着反応によって変化する人工脂質膜の電位を測定する
ことにより、味覚を数値化する。脂質高分子の疎水鎖の長さを伸ばすことに
より、人工脂質の密着性を向上させて溶出、剥離を防止し、センサヘッドの
耐久性を向上させる。本技術による味覚センサは、耐久性が高く、かつ迅速
に味覚を数値化できるようになった。

用途・利用分野 品質管理用として食品製造工場等での利用

研究者 鈴木博章（筑波大学）

委託開発企業 積水化学工業株式会社

開発期間 平成１６年３月〜平成１９年３月

委託開発費 約 1 億８０００万円

概要

　地下水等へ溶出する重金属等は人体への有害性が高く、また土壌に長い年
月蓄積され、植物、農作物を汚染し健康を害することから、環境基準を超え
る重金属等の土壌汚染等は社会的な問題となっている。
　本開発は、採取した試料をその場（オンサイト）で手軽に分析したいとす
る要請に応えるものである。測定に用いるチップは、センサー、流路、およ
び前処理機能を高精度に集積化したものであり、そのチップをティッシュ箱
サイズの小型読取機に挿入することにより測定する。小型読取機には、試料
溶液の特性に応じて流路や流速を最適化するソフトウェアを導入している。
その結果、5 分以内の分析時間に、± 50％の分析精度を大きく上回る性能
で有害指定重金属（Pb,Cd,As,Se,Hg）を高感度（環境基準の 1 ／ 10 以下）
に分析することが可能となった。
　本技術による多種重金属分析装置はオンサイト分析に最適な携帯型であり
ながら、迅速分析性と公定分析法と同等の分析感度が期待できる。また IC
用ポリマー材料技術による使い捨てタイプのマイクロチップは量産化による
低価格化が可能で、今後土壌汚染浄化ビジネスに不可欠なツールとして同市
場の立上げ、展開への寄与が期待できる。

用途・利用分野
　土壌汚染浄化ビジネス、各種環境アセスメント関連、製造現場での工程管
理や小規模事業所での成分管理、研究向け分析

熱劣化による茶飲料の経時変化

味覚センサ（センサヘッド）

それぞれ性質の違う脂質膜が取り付けてあり、
味の違いによって、脂質膜の電圧変化が異なり、
変化のパターンを調べることにより味を測る。

味覚センサ（装置全体）
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委託開発
課題名

微小電気化学セルを利用した重金属分析装置

（参考資料）

微小電気化学セル（チップ） 小型読取機

研究者 鈴木博章（筑波大学）

委託開発企業 積水化学工業株式会社

開発期間 平成１６年３月〜平成１９年３月

委託開発費 約 1 億８０００万円

概要

　地下水等へ溶出する重金属等は人体への有害性が高く、また土壌に長い年
月蓄積され、植物、農作物を汚染し健康を害することから、環境基準を超え
る重金属等の土壌汚染等は社会的な問題となっている。
　本開発は、採取した試料をその場（オンサイト）で手軽に分析したいとす
る要請に応えるものである。測定に用いるチップは、センサー、流路、およ
び前処理機能を高精度に集積化したものであり、そのチップをティッシュ箱
サイズの小型読取機に挿入することにより測定する。小型読取機には、試料
溶液の特性に応じて流路や流速を最適化するソフトウェアを導入している。
その結果、5 分以内の分析時間に、± 50％の分析精度を大きく上回る性能
で有害指定重金属（Pb,Cd,As,Se,Hg）を高感度（環境基準の 1 ／ 10 以下）
に分析することが可能となった。
　本技術による多種重金属分析装置はオンサイト分析に最適な携帯型であり
ながら、迅速分析性と公定分析法と同等の分析感度が期待できる。また IC
用ポリマー材料技術による使い捨てタイプのマイクロチップは量産化による
低価格化が可能で、今後土壌汚染浄化ビジネスに不可欠なツールとして同市
場の立上げ、展開への寄与が期待できる。

用途・利用分野
　土壌汚染浄化ビジネス、各種環境アセスメント関連、製造現場での工程管
理や小規模事業所での成分管理、研究向け分析
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委託開発
課題名

透過電子位相顕微鏡

（参考資料）

研究者 永山國昭（自然科学研究機構）

委託開発企業 日本電子株式会社

開発期間 平成１５年３月〜平成１７年３月

委託開発費 約１億４８００万円

概要

　透過電子顕微鏡 (TEM) 観察において、生物や高分子などの軽元素を多く
含む試料はコントラストが低いため、重金属による前処理によりコントラス
トを上げる必要があった。
　本装置は、通常の TEM 像と、軽元素試料を無染色で観察できる位相差像
の両方の観察機能を有する透過電子位相顕微鏡である。本装置では、同一視
野を通常の TEM 像と位相差像にて観察できる。特に位相差像では、分解能
を維持したまま、生物試料で重要となるナノメートルオーダーの構造のコン
トラスト向上が可能となった。
　本技術により、正焦点条件で細胞や高分子等の高コントラスト観察ができ
るようになる。特に、染色に伴う試料形態の変質防止、試料作製の時間短縮
によるスループット向上に貢献するものである。

用途・利用分野 ナノメートルオーダーでの蛋白質や高分子の構造解析等

明視野法と位相差法の違い

GroEL（タンパク質）の通常像と位相差像

透過電子位相顕微鏡

研究者 岩田耕一・菊田久雄（大阪府立大学）

委託開発企業 ナルックス株式会社

開発期間 平成１４年２月〜平成１６年９月

委託開発費 約３億１６００万円

概要

　大容量の高速通信・データ記録の普及が進む中、光学素子には様々な機能
が求められている。従来の光学素子では、ガラス系、結晶系や薄膜その組合
せで光学機能を持たせていたが、生産性が低く、高コストであり市場の要求
に応えられていなかった。
　本技術は、プラスチック射出成形技術を用い波長と同程度の３次元的な微
細パターンを表面に施すことで、屈折率、光学異方性、光分波等の機能を有
するプラスチック製光学素子の製造技術である。
　本技術の確立により、高機能な光学素子が生産性よく製造できることから、
光多重通信における波長分離フィルター、ＤＶＤ / ＣＤ等の光学系に用いら
れるフィルターを置き換える偏光分離素子、モバイル機器液晶の反射防止機
能板等の機能性光学素子として広く利用が期待される。

用途・利用分野 光学素子
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委託開発
課題名

三次元超微細構造プラスチック光学素子

（参考資料）

偏光分離素子

研究者 岩田耕一・菊田久雄（大阪府立大学）

委託開発企業 ナルックス株式会社

開発期間 平成１４年２月〜平成１６年９月

委託開発費 約３億１６００万円

概要

　大容量の高速通信・データ記録の普及が進む中、光学素子には様々な機能
が求められている。従来の光学素子では、ガラス系、結晶系や薄膜その組合
せで光学機能を持たせていたが、生産性が低く、高コストであり市場の要求
に応えられていなかった。
　本技術は、プラスチック射出成形技術を用い波長と同程度の３次元的な微
細パターンを表面に施すことで、屈折率、光学異方性、光分波等の機能を有
するプラスチック製光学素子の製造技術である。
　本技術の確立により、高機能な光学素子が生産性よく製造できることから、
光多重通信における波長分離フィルター、ＤＶＤ / ＣＤ等の光学系に用いら
れるフィルターを置き換える偏光分離素子、モバイル機器液晶の反射防止機
能板等の機能性光学素子として広く利用が期待される。

用途・利用分野 光学素子

CD/DVD 等光学系への応用
（ビームスプリッタ）
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委託開発
課題名

デカボランイオンビーム発生装置

（参考資料）

デカボランイオン注入装置外観

デカボランイオンビーム発生機構

研究者 山田 公・松尾 二郎（京都大学）

委託開発企業 日新イオン機器株式会社

開発期間 平成１４年２月〜平成１７年２月

委託開発費 約６９００万円

概要

　大規模集積回路の高性能化に伴い、半導体素子の不純物層を形成するイオ
ン注入法では、低速度イオン注入と高イオン電流値の両立を可能とする新た
なイオン注入技術が求められていた。
　本技術では、ホウ素輸送量の大きいデカボランイオンを用いることにより、
電荷反発によるビーム発散を抑えた微細領域へのイオン注入と、低速度イオ
ン注入によるホウ素注入層の極浅形成を可能とした。
　本デカボランイオンビーム発生装置は、効率よく、微小かつ極浅領域にホ
ウ素イオンを注入できるため、リーク電流の少ない、より微細な LSI の製造
が可能であり、今後の集積回路の高集積化、高速化、低消費電力化への貢献
が期待される。

用途・利用分野 高集積ＬＳＩの製造

研究者 鹿野快男（東京農工大学）

委託開発企業 株式会社タムラ製作所

開発期間 平成１３年３月〜平成１６年３月

委託開発費 約１億６０００万円

概要

　本技術は、高密度半導体において鉛フリーはんだを使用してフリップチッ
プ［（Flip Chip）チップ入出力端子上にバンプを形成して直接配線板の電極
端子と接合する方式］接続が可能な高精度で位置決めできる高密度半導体は
んだ接合システムに関するものである。
　半導体の更なる高密度化により、隣接電極間ピッチが狭く（100μ m 以
下）なり、電極上への突起電極（バンプ）形成が困難となると共に、はんだ
材料の鉛フリー対応や、フリップチップ接続における半導体チップと基板間
のギャップが狭く（50μ m 以下）なる。そのため、フラックス残渣の洗浄
が不可能となり、新たな信頼性の高いフリップチップ接続工法が望まれてい
る。
　本開発では、微粒子はんだを溶融堆積させることにより、隣接電極間ピッ
チが 80μ m 以下の電極上に高精度（±３μ m 以内）で位置決めできるバ
ンプ形成法を実現すると共に、プラズマによる鉛フリーはんだ表面の改質処
理を施し、信頼性に優れたフラックスフリー・鉛フリーはんだ接合を可能に
した。

用途・利用分野 半導体の実装技術
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委託開発
課題名

高密度半導体はんだ接合システム

（参考資料）

810［um］pitch bumps
バンプの形成写真

研究者 鹿野快男（東京農工大学）

委託開発企業 株式会社タムラ製作所

開発期間 平成１３年３月〜平成１６年３月

委託開発費 約１億６０００万円

概要

　本技術は、高密度半導体において鉛フリーはんだを使用してフリップチッ
プ［（Flip Chip）チップ入出力端子上にバンプを形成して直接配線板の電極
端子と接合する方式］接続が可能な高精度で位置決めできる高密度半導体は
んだ接合システムに関するものである。
　半導体の更なる高密度化により、隣接電極間ピッチが狭く（100μ m 以
下）なり、電極上への突起電極（バンプ）形成が困難となると共に、はんだ
材料の鉛フリー対応や、フリップチップ接続における半導体チップと基板間
のギャップが狭く（50μ m 以下）なる。そのため、フラックス残渣の洗浄
が不可能となり、新たな信頼性の高いフリップチップ接続工法が望まれてい
る。
　本開発では、微粒子はんだを溶融堆積させることにより、隣接電極間ピッ
チが 80μ m 以下の電極上に高精度（±３μ m 以内）で位置決めできるバ
ンプ形成法を実現すると共に、プラズマによる鉛フリーはんだ表面の改質処
理を施し、信頼性に優れたフラックスフリー・鉛フリーはんだ接合を可能に
した。

用途・利用分野 半導体の実装技術

バンプ形成装置
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委託開発
課題名

ダイレスフォーミング加工機

（参考資料）

加工機の外観

研究者 松原茂夫（職業能力開発総合大学校）

委託開発企業 株式会社アミノ

開発期間 平成１２年３月〜平成１４年２月

委託開発費 約２億７０００万円

概要

　従来、車両や自動車のボディなどの成形には大型のプレス機と高価な金
型設備などを必要としていたが、本技術では、金型を用いることなく、専
用ソフトで設計したデータを用いて、移動工具で等高線を描くように素材
の金属板を押しつけ製品形状に成形する。
　プレス金型が不要になるばかりでなく、プレス成形では不可能な複雑な
形状も成形可能であり、さらには、製造時間の大幅な短縮や試作開発費の
大幅な低減を図ることが可能である。金属素材は、アルミ、スチール、ス
テンレス、チタン等、幅広く利用可能である。

用途・利用分野 電車車両、自動車部品、家電製品、事務機器部品等の分野

加工の様子

自動車部品（フェンダー）への適用例 新幹線車両先端部への適用例

研究者 田代秀夫・和田智之（理化学研究所）

委託開発企業 株式会社メガオプト

開発期間 平成１２年３月〜平成１４年３月

委託開発費 約２億円

概要

　物質構造や化学現象の解析におけるレーザー光分光には様々な波長のレー
ザー光が必要である。
　従来、波長可変レーザーにおける波長選択素子には、複屈折フィルターや
グレーティングが用いられていた。これらの素子による選択波長を変化させ
る為には回転機構などの機械的駆動部分を必要としており、波長掃引速度が
遅く、装置が大型であり、また、機械精度、操作性、周辺機器との適合性な
どの面でも制限があった。本技術は、レーザー発振の光路内に光音響素子を
挿入し、音響光学効果を利用して、選択した波長のみを光路方向に回折させ
ることにより、レーザー発振波長を変化させることの出来る高機能な連続発
振（ＣＷ）励起波長可変レーザーに関するものである。
　開発した装置は、レーザー媒質であるチタンサファイア結晶、チタンサファ
イア励起用の連続発振型ＹＡＧレーザー、共振器用ミラー、光音響素子及び
コントローラー、補正プリズムにより構成されている。シンセサイザで作ら
れた音響周波数信号はトランスデューサを介して光音響素子に音響波として
入力される。音響波の周波数に応じて、光音響素子により回折される方向が
ずれ、発振波長がずれる。補正プリズムは、波長可変域に亘り、光路がミラー
面に垂直に入射するよう配置されている。
　波長可変域は、725〜925nm、スペクトル幅が 0.02nm、長期出力安
定度も±2.3％以下と優れた特性を有している。

用途・利用分野 分光分析装置
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委託開発
課題名

研究者 田代秀夫・和田智之（理化学研究所）

委託開発企業 株式会社メガオプト

開発期間 平成１２年３月〜平成１４年３月

委託開発費 約２億円

概要

　物質構造や化学現象の解析におけるレーザー光分光には様々な波長のレー
ザー光が必要である。
　従来、波長可変レーザーにおける波長選択素子には、複屈折フィルターや
グレーティングが用いられていた。これらの素子による選択波長を変化させ
る為には回転機構などの機械的駆動部分を必要としており、波長掃引速度が
遅く、装置が大型であり、また、機械精度、操作性、周辺機器との適合性な
どの面でも制限があった。本技術は、レーザー発振の光路内に光音響素子を
挿入し、音響光学効果を利用して、選択した波長のみを光路方向に回折させ
ることにより、レーザー発振波長を変化させることの出来る高機能な連続発
振（ＣＷ）励起波長可変レーザーに関するものである。
　開発した装置は、レーザー媒質であるチタンサファイア結晶、チタンサファ
イア励起用の連続発振型ＹＡＧレーザー、共振器用ミラー、光音響素子及び
コントローラー、補正プリズムにより構成されている。シンセサイザで作ら
れた音響周波数信号はトランスデューサを介して光音響素子に音響波として
入力される。音響波の周波数に応じて、光音響素子により回折される方向が
ずれ、発振波長がずれる。補正プリズムは、波長可変域に亘り、光路がミラー
面に垂直に入射するよう配置されている。
　波長可変域は、725〜925nm、スペクトル幅が 0.02nm、長期出力安
定度も±2.3％以下と優れた特性を有している。

用途・利用分野 分光分析装置

ＣＷ励起波長可変レーザー

（参考資料）

基本構成

装置外観



13

委託開発
課題名

研究者 毛利佳年雄（名古屋大学）

委託開発企業 愛知製鋼株式会社

開発期間 平成１１年３月〜平成１３年８月

委託開発費 約２億６０００万円

概要

　磁気インピーダンスセンサ（ＭＩセンサ）とは、磁気信号を電気信号に
変換するセンサのことである。
　本新技術では、磁気を検知する重要な部品であるＭＩ素子に鉄（Fe）・
コバルト（Co）・けい素（Si）・ほう素（B）からなるアモルファス・ワイ
ヤを用いており、自動車のエンジンルーム内のような高熱、高振動という
過酷な条件下でも、安定して微細な磁気を検出することができるＭＩセン
サを大量に生産する技術を確立した。

用途・利用分野
　エンジン回転速度センサ、加速度センサ等の車載用への応用展開が期待
される。また、本成果を発展させて、方位磁針（電子コンパス）およびモー
ションセンサとして携帯電話に採用されている。

車載用磁気インピーダンスセンサ

（参考資料）

成果を発展させた応用製品

IC 化した携帯電話用電子コンパス 携帯電話用モーションセンサ

MI 素子の外観および構造

研究者 大津元一（東京工業大学）

委託開発企業 日本分光株式会社

開発期間 平成１０年３月〜平成１２年６月

委託開発費 約２億円

概要

　半導体の結晶構造や生体組織の微小構造等を調べるための分光分析におい
て、光波長より微小な領域の分光分析が可能となる顕微分光測定システムを
実現した。
　光波長よりも小径の微小開口部を持つプローブ（探針）を試料に接近させ、
励起光を入射してプローブ先端付近に局在して漏れ出てくる近接場光（波長
より短い距離のみに届く光）を利用することにより、光波長より微小な領域
の分光分析が可能となった。

用途・利用分野
　高集積デバイス等の微小部位の組成・結晶性の分析、生体組織等の微小な
構造に局在する物質等の分析等、先端的な研究開発・研究用装置
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委託開発
課題名

研究者 大津元一（東京工業大学）

委託開発企業 日本分光株式会社

開発期間 平成１０年３月〜平成１２年６月

委託開発費 約２億円

概要

　半導体の結晶構造や生体組織の微小構造等を調べるための分光分析におい
て、光波長より微小な領域の分光分析が可能となる顕微分光測定システムを
実現した。
　光波長よりも小径の微小開口部を持つプローブ（探針）を試料に接近させ、
励起光を入射してプローブ先端付近に局在して漏れ出てくる近接場光（波長
より短い距離のみに届く光）を利用することにより、光波長より微小な領域
の分光分析が可能となった。

用途・利用分野
　高集積デバイス等の微小部位の組成・結晶性の分析、生体組織等の微小な
構造に局在する物質等の分析等、先端的な研究開発・研究用装置

近接場光学顕微分光測定システム

プローブ先端の構造

近接場光学顕微分光測定システム

プローブの全体像と詳細形状

（参考資料）
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委託開発
課題名

研究者 青木勇（神奈川大学）

委託開発企業 株式会社放電精密加工研究所

開発期間 平成１０年３月〜平成１３年１月

委託開発費 約２億７０００万円

概要

　プレス加工業界では、消費者ニーズの多様化に伴い、部品の高精度化や
付加価値の高い加工、また、さらなるコストダウンや多品種・少量生産へ
の対応を可能とする生産システムが求められている。
　本技術は、従来の加工法では複数の加工技術を別工程で組み合わせなけ
れば製作できなかった複雑な三次元形状部品を連続した工程で一体成形で
きるようにした生産システムである。

用途・利用分野 電子機器部品

プレス部品高自由度複合生産システム

（参考資料）

新技術による異形状積層法

異なった形状の部品を積層させ製造した高
精度部品の例

（左：ハードディスクドライブ関連部品の試
作品、右：パソコン用冷却ファンの試作品）

システムの一例（ロータリー式異形状積層システム）

研究者 中沢弘基（無機材質研究所）

委託開発企業 株式会社堀場製作所

開発期間 平成２年３月〜平成５年２月

委託開発費 約２億３０００万円

概要

　従来、結晶構造解析等にはＸ線が広く使用されていたが、Ｘ線を集束する
ための適当なレンズ等の光学素子がないため、微小領域の分析には利用され
ていなかった。
　本技術は、内壁を回転放物面状に形成したガラス細管を通して、Ｘ線を微
細ビームに集束して試料に導き、試料をＸＹ方向に走査させるものである。
本技術により透過Ｘ線強度分布と蛍光Ｘ線強度分布が同時に精密な画像とし
て得られ、微小領域の分析が可能となった。

用途・利用分野 金属、セラミックス、半導体、高分子等、生体物質の分析装置
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委託開発
課題名

研究者 中沢弘基（無機材質研究所）

委託開発企業 株式会社堀場製作所

開発期間 平成２年３月〜平成５年２月

委託開発費 約２億３０００万円

概要

　従来、結晶構造解析等にはＸ線が広く使用されていたが、Ｘ線を集束する
ための適当なレンズ等の光学素子がないため、微小領域の分析には利用され
ていなかった。
　本技術は、内壁を回転放物面状に形成したガラス細管を通して、Ｘ線を微
細ビームに集束して試料に導き、試料をＸＹ方向に走査させるものである。
本技術により透過Ｘ線強度分布と蛍光Ｘ線強度分布が同時に精密な画像とし
て得られ、微小領域の分析が可能となった。

用途・利用分野 金属、セラミックス、半導体、高分子等、生体物質の分析装置

走査型Ｘ線分析顕微鏡

（参考資料）

Ｘ線分析顕微鏡外観

ＩＣパッケージ中の異物の分析画像

Ｘ線分析顕微鏡システム概念図
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委託開発
課題名

研究者
増本健（東北大学）

（創造科学技術推進事業・増本特殊構造物質プロジェクト成果）

委託開発企業 株式会社リケン

開発期間 昭和６３年３月〜平成３年１２月

委託開発費 約３億円

概要

　従来、家庭用ガス漏れ警報機等に使われる半導体ガスセンサーは消費電
力が大きく、また有毒ガス検出に使われる電解式ガスセンサーは寿命が短
いという問題点があった。
　本技術は、プラズマエッチングやスパッタリング等を組み合わせて金属
または金属酸化物の微細突起を持つガス感応膜を作製し、薄膜化半導体ガ
スセンサー及び定電位電解式ガスセンサーを製造するものである。本技術
により省電力、長寿命のガスセンサーを実現した。

用途・利用分野 家庭用ガス漏れ警報機、半導体製造用有毒ガス検出器等

高感度薄膜を用いたガスセンサーの製造技術

（参考資料）

ガス感応膜 可搬型ガス検知警報機

ガスセンサー部 定置型ガス検知警報機

研究者 赤㟢勇（名古屋大学）他

委託開発企業 豊田合成株式会社

開発期間 昭和６２年３月〜平成２年９月

委託開発費 約５億５０００万円

概要

　発光効率が高く、長寿命の青色発光ダイオードを開発するためには窒化ガ
リウムの良質な結晶が必要である。従来は、良質な窒化ガリウムの結晶をサ
ファイア基板上に成長させることは困難であったが、本開発によって、サファ
イア基板と窒化ガリウム結晶の間に窒化アルミニウム層を設けることにより
良質な窒化ガリウムを製作することが可能になり、青色発光ダイオードの製
造技術が確立された。

用途・利用分野
家電製品や計測機器などの表示素子の他、携帯電話のバックライト等、街頭
や競技場の大型フルカラーディスプレー
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委託開発
課題名

研究者 赤㟢勇（名古屋大学）他

委託開発企業 豊田合成株式会社

開発期間 昭和６２年３月〜平成２年９月

委託開発費 約５億５０００万円

概要

　発光効率が高く、長寿命の青色発光ダイオードを開発するためには窒化ガ
リウムの良質な結晶が必要である。従来は、良質な窒化ガリウムの結晶をサ
ファイア基板上に成長させることは困難であったが、本開発によって、サファ
イア基板と窒化ガリウム結晶の間に窒化アルミニウム層を設けることにより
良質な窒化ガリウムを製作することが可能になり、青色発光ダイオードの製
造技術が確立された。

用途・利用分野
家電製品や計測機器などの表示素子の他、携帯電話のバックライト等、街頭
や競技場の大型フルカラーディスプレー

窒化ガリウム（GaN）青色発光ダイオードの製造技術

（参考資料）

発光の様子 大型フルカラーディスプレー（国立霞ヶ丘競技場）

信号（銀座通り口） 携帯電話のバックライト
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委託開発
課題名

研究者 西澤潤一（㈶半導体研究振興会）、須藤健（東北大学）

委託開発企業 スタンレー電気株式会社

開発期間 昭和４７年１０月〜昭和５１年４月

委託開発費 約２億円

概要

　GaAsP、GaP の赤色発光ダイオードが使われ始めたが、結晶欠陥が多
く発光効率が低い、生産性が低いといった問題があった。
　本技術は、GaAs 基板に結晶格子間隔が近い GaAlAs を連続して多層
に液相成長させ、高輝度発光ダイオードを製造するものである。本技術に
より結晶欠陥が減少したため発光効率が上がり、消費電力が従来の数分の
１になった。また連続製造を行えるため生産性も向上し、低コスト化も可
能となった。

用途・利用分野 電光掲示板、家庭電化製品の表示素子、自動車等

発光ダイオード（GaAlAs）の連続製造技術

（参考資料）

ダイオード発光の様子

ディスプレーへの適用例

自動車のテールランプへの適用例

研究者 中村宏（東京海洋大学）

委託開発企業 東洋建設株式会社

開発期間 平成１７年３月〜平成１９年９月

委託開発費 約２億円

概要

油槽所、石油精製工場、ガソリンスタンド等の跡地の油汚染は浄化処理が必
要であるが、従来の浄化技術では細粒径の土砂に付着した油分除去は難し
かった。
　本新技術は、過熱水蒸気を用いた油汚染土壌の浄化技術に関するものであ
る。飽和水蒸気を更に過熱して常圧で 400 〜 500℃とした過熱水蒸気の
有する高い熱伝導性や無酸素雰囲気を利用し、過熱水蒸気を汚染土壌と撹拌
接触させる噴射炉により油分を蒸気蒸留して分離回収するもので、油分を過
熱水蒸気内に容易に溶け込ませることができることから、従来不可能であっ
た油汚染濃度 30,000ppm の細粒系土壌を 100ppm 以下に浄化できる装
置の開発に成功した。
　また、噴射炉を車載型のロータリーキルン方式にしたことにより、高濃度
油汚染土壌を移送させること無く汚染現場での処理が可能であるとともに、
油の回収に薬剤等を使用しないことから、処理土壌や回収油の再利用など資
源の有効利用も期待出来る。

用途・利用分野 油汚染土壌浄化
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委託開発
課題名

過熱水蒸気による油汚染土壌処理システム概要 処理後

処理前

研究者 中村宏（東京海洋大学）

委託開発企業 東洋建設株式会社

開発期間 平成１７年３月〜平成１９年９月

委託開発費 約２億円

概要

油槽所、石油精製工場、ガソリンスタンド等の跡地の油汚染は浄化処理が必
要であるが、従来の浄化技術では細粒径の土砂に付着した油分除去は難し
かった。
　本新技術は、過熱水蒸気を用いた油汚染土壌の浄化技術に関するものであ
る。飽和水蒸気を更に過熱して常圧で 400 〜 500℃とした過熱水蒸気の
有する高い熱伝導性や無酸素雰囲気を利用し、過熱水蒸気を汚染土壌と撹拌
接触させる噴射炉により油分を蒸気蒸留して分離回収するもので、油分を過
熱水蒸気内に容易に溶け込ませることができることから、従来不可能であっ
た油汚染濃度 30,000ppm の細粒系土壌を 100ppm 以下に浄化できる装
置の開発に成功した。
　また、噴射炉を車載型のロータリーキルン方式にしたことにより、高濃度
油汚染土壌を移送させること無く汚染現場での処理が可能であるとともに、
油の回収に薬剤等を使用しないことから、処理土壌や回収油の再利用など資
源の有効利用も期待出来る。

用途・利用分野 油汚染土壌浄化

過熱水蒸気による油汚染土壌浄化技術

（参考資料）
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委託開発
課題名

研究者 檜作進（鹿児島大学）

委託開発企業 三和澱粉工業株式会社

開発期間 平成１２年３月〜平成１５年９月

委託開発費 約１４億５０００万円

概要

　トウモロコシを原料として澱粉を製造する過程で、トウモロコシ種皮が副
産物として大量に生じる。その主な用途は飼料用だが、構成成分には機能性
糖質であるアラビノースが多量に含まれることから、その効率よい抽出技術
が望まれていた。
　本技術は、穀類繊維質（ヘミセルロース）のアラビノースを選択性良く切断・
遊離させて得た混合糖液を、分離用連結カラムへ供給し、高純度アラビノー
ス糖液を連続的に抜き取ってアラビノースを効率的に生産するものである。
　本技術により、高純度のアラビノースを大量に生産することができ、糖尿
病の食事療法や予防の際の機能性食品素材として幅広い利用が見込まれる。
また、同工程から生産されるアラビノキシロオリゴ糖、キシロオリゴ糖も、
整腸作用等の機能性素材としての利用が期待できる。

用途・利用分野
糖尿病食や予防食品用の甘味料など、血糖上昇抑制、低カロリー食品用甘味
料

機能性甘味料アラビノースの製造技術

（参考資料）

酸分解装置 分離、結晶化装置

研究者 芝田隼次・山本秀樹（関西大学）

委託開発企業 三和油化工業株式会社

開発期間 平成１４年２月〜平成１６年２月

委託開発費 約１億５０００万円

概要

　半導体や液晶などの電子部品の製造過程において、エッチング処理が行わ
れるが、酢酸ー硝酸ーフッ酸の混合物が用いられており、多量の混酸廃液が
生じている。現在は、アルカリ中和により混酸廃液の処理を行っているが、
環境負荷の低減からも廃酸の分離回収技術が望まれていた。
　本技術は、溶媒抽出法を用いて混酸廃液に含まれる酸を個別に分離回収す
る技術である。実用プラントは、多段のミキサー・セトラーから構成され、
廃液から酢酸、硝酸、フッ酸の各酸を順に、高純度で回収することが可能と
なった。
　本技術により、シリコンウエハーの表面加工などのエッチング廃液から不
純物の少ない酸を分離回収することができ、アルカリ中和処理の工程が不要
で、工場の廃液処理費用を軽減することができる。また、液晶製造工場や各
種電子部品工場の廃液処理への広い応用が期待される。

用途・利用分野 半導体・液晶製造により生じる廃液処理



22

委託開発
課題名

研究者 芝田隼次・山本秀樹（関西大学）

委託開発企業 三和油化工業株式会社

開発期間 平成１４年２月〜平成１６年２月

委託開発費 約１億５０００万円

概要

　半導体や液晶などの電子部品の製造過程において、エッチング処理が行わ
れるが、酢酸ー硝酸ーフッ酸の混合物が用いられており、多量の混酸廃液が
生じている。現在は、アルカリ中和により混酸廃液の処理を行っているが、
環境負荷の低減からも廃酸の分離回収技術が望まれていた。
　本技術は、溶媒抽出法を用いて混酸廃液に含まれる酸を個別に分離回収す
る技術である。実用プラントは、多段のミキサー・セトラーから構成され、
廃液から酢酸、硝酸、フッ酸の各酸を順に、高純度で回収することが可能と
なった。
　本技術により、シリコンウエハーの表面加工などのエッチング廃液から不
純物の少ない酸を分離回収することができ、アルカリ中和処理の工程が不要
で、工場の廃液処理費用を軽減することができる。また、液晶製造工場や各
種電子部品工場の廃液処理への広い応用が期待される。

用途・利用分野 半導体・液晶製造により生じる廃液処理

溶媒抽出法による混酸廃液からの酸回収装置

（参考資料）

ミキサー・セトラー原理図

実証プラント抽出装置
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委託開発
課題名

研究者 渡辺遵・佐々木高義（物質・材料研究機構）

委託開発企業 石原産業株式会社

開発期間 平成１１年３月〜平成１４年３月

委託開発費 約１億８０００万円

概要

　酸化チタン（TiO2）は、各種の塗料用の顔料や化粧品用紫外線遮蔽材、電
子部品用誘電体原材料などに幅広く使用されている。現在実用化されている
酸化チタンの形状はほとんどが粒子状のものである。
　本技術は、シート状のチタン酸が幾重にも積層した状態の層状チタン酸結
晶を合成し、これをアミン系化合物水溶液中で攪拌して各層を剥離・分散さ
せ、噴霧乾燥・焼成することにより中空状の酸化チタンとし、これを粉砕す
ることにより、表面を薄くカバーする展延性や密着性が良い微細な薄片状酸
化チタンを製造するものである。

用途・利用分野
表面を薄くカバーする展延性や密着性が良いため、化粧品、塗料などへの利
用が期待される。また、薄片状に粉砕する前の中空状酸化チタン微粒子も、
同用途へ使用できる。

薄片状酸化チタンの開発

（参考資料）

層状チタン酸結晶剥離のイメージ

層状チタン酸結晶剥離のイメージ

薄片状酸化チタン微粒子の SEM 写真

中空状酸化チタン微粒子の SEM 写真

研究者
井上廉・坂井義和（物質・材料研究機構）
前田弘（東北大学）

委託開発企業 昭和電線電纜株式会社

開発期間 平成 7 年 3 月〜平成 10 年 3 月

委託開発費 約１億円

概要

　電線や電気部品などに使われる導電材として、銅を主成分とする合金が多
数開発されているが、銅の高い導電性を損なうことなく強度を補う合金は得
られていなかった。
　本技術は、銅に適量の銀を配合して溶解し、銅を主成分とする相と共晶相
からなる複合組織の合金を鋳造し、熱処理と冷間加工を交互に施すことによ
り、微細な繊維組織を得るものである。導電率の最たる金属である銀を添加
剤に用いることで、高強度と導電性を両立した銅合金の製造が可能となる。
また、環境負荷・リサイクルの面でも優れている。
　本技術による銅合金は、高強度かつ良好な導電性を持ち、リサイクルが容
易といった特徴を有することから、電気・機械製品の小型化や信頼性向上、
環境に配慮した導電性バネの開発、強磁場発生技術の開発への寄与が期待さ
れる。

用途・利用分野
エレクトロニクス・メカトロニクス用部品、ケーブル（高屈曲・極細）、面
状発熱体（ヒーター）、強磁場発生用の導体
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委託開発
課題名

導電材用高強度銅合金の製造技術

（参考資料）

研究者
井上廉・坂井義和（物質・材料研究機構）
前田弘（東北大学）

委託開発企業 昭和電線電纜株式会社

開発期間 平成 7 年 3 月〜平成 10 年 3 月

委託開発費 約１億円

概要

　電線や電気部品などに使われる導電材として、銅を主成分とする合金が多
数開発されているが、銅の高い導電性を損なうことなく強度を補う合金は得
られていなかった。
　本技術は、銅に適量の銀を配合して溶解し、銅を主成分とする相と共晶相
からなる複合組織の合金を鋳造し、熱処理と冷間加工を交互に施すことによ
り、微細な繊維組織を得るものである。導電率の最たる金属である銀を添加
剤に用いることで、高強度と導電性を両立した銅合金の製造が可能となる。
また、環境負荷・リサイクルの面でも優れている。
　本技術による銅合金は、高強度かつ良好な導電性を持ち、リサイクルが容
易といった特徴を有することから、電気・機械製品の小型化や信頼性向上、
環境に配慮した導電性バネの開発、強磁場発生技術の開発への寄与が期待さ
れる。

用途・利用分野
エレクトロニクス・メカトロニクス用部品、ケーブル（高屈曲・極細）、面
状発熱体（ヒーター）、強磁場発生用の導体

本新技術による銅合金の組織
（繊維強化） 本技術による銅合金
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委託開発
課題名

研究者 瀬口忠男（日本原子力研究所）他

委託開発企業 日立電線株式会社

開発期間 平成９年３月〜平成１４年３月

委託開発費 約５億４０００万円

概要

　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）は、潤滑性、耐熱性、耐薬品性、
電気絶縁性等に優れたフッ素樹脂であり、摺動部材、シール部品等として広
い範囲で使用されている。しかし、耐摩耗性が不十分であり、摩耗屑の少な
いクリーンな環境が要求される半導体製造装置等においては、より高性能の
材料がもとめられてきた。本新技術は、ＰＴＦＥを融点以上となる 340±
５℃の範囲で溶融状態に保持し、酸素のない雰囲気下で電子線等を照射して
ＰＴＦＥ分子間を架橋させる技術に関するものである。
　本開発では、これを実現する方法として、まず、原料である粉末のＰＴＦ
Ｅを融点調整のために熱処理し、この結果おこし状となったＰＴＦＥに、窒
素で充填された恒温室内で電子線を照射した。架橋されたおこし状ＰＴＦＥ
は粉砕して粉末の製品とした。これを高温でプレスして素形材を作った。架
橋前のＰＴＦＥに比べて摩耗量については約１万分の１、クリープ残留変形
量については約４分の１という、耐摩耗性、耐クリープ性の大幅な向上が確
認出来た。

用途・利用分野
摩耗屑の少ないクリーンな環境が要求される半導体や食品、医療分野、耐放
射線が要求される宇宙分野

電子線照射による高機能フッ素樹脂の製造技術

（参考資料）

架橋ＰＴＦＥの製造プロセス 開発品

研究者 山本武彦（福山大学）他

委託開発企業 太陽化学株式会社

開発期間 平成７年３月〜平成１０年３月

委託開発費 約８億円

概要

　シアル酸やその誘導体のシアリルオリゴ糖は、細胞やウィルスの接着阻害
活性をはじめ多様な生理作用を担っていると考えられているが、従来は量産
に適した方法がなく、製品は高価なものであった。本技術は、脱脂した鶏卵
卵黄を原料として、これを加水分解した後、分画膜処理、電気透析、クロマ
ト分離などの操作によりシアル酸を製造するとともに同様の原料を酵素分解
した後、膜分離などの操作によりシアリルオリゴ糖を製造するものである。
本技術は、安定して安価に入手が可能な脱脂した鶏卵卵黄を原料とするため、
大量の製品を製造できる。

用途・利用分野
抗がん剤や抗ウィルス剤などの医薬品中間体（シアル酸）食品素材（シアリ
ルオリゴ糖）
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委託開発
課題名

研究者 山本武彦（福山大学）他

委託開発企業 太陽化学株式会社

開発期間 平成７年３月〜平成１０年３月

委託開発費 約８億円

概要

　シアル酸やその誘導体のシアリルオリゴ糖は、細胞やウィルスの接着阻害
活性をはじめ多様な生理作用を担っていると考えられているが、従来は量産
に適した方法がなく、製品は高価なものであった。本技術は、脱脂した鶏卵
卵黄を原料として、これを加水分解した後、分画膜処理、電気透析、クロマ
ト分離などの操作によりシアル酸を製造するとともに同様の原料を酵素分解
した後、膜分離などの操作によりシアリルオリゴ糖を製造するものである。
本技術は、安定して安価に入手が可能な脱脂した鶏卵卵黄を原料とするため、
大量の製品を製造できる。

用途・利用分野
抗がん剤や抗ウィルス剤などの医薬品中間体（シアル酸）食品素材（シアリ
ルオリゴ糖）

卵黄由来シアル酸及びシアリルオリゴ糖の製造技術

（参考資料）

分画膜処理装置（UF 装置） シアリルオリゴ糖
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委託開発
課題名

研究者 増本健・井上明久（東北大学）

委託開発企業 アルプス電気株式会社

開発期間 平成５年３月〜平成９年３月

委託開発費 約１０億７０００万円

概要

　磁気応用デバイスの高性能化、小型化を可能とするため、高い飽和磁束密
度と優れた軟磁気特性（透磁率、保磁力など）を兼ね備えた新材料の開発が
望まれていた。
　本技術は、鉄・遷移金属系非晶質合金を 500〜700℃で熱処理して、粒
径5〜15nm の微細な鉄結晶が非晶質相中に均一分散した組織とすることに
より、従来材料よりも高い飽和磁束密度と高い透磁率を同時に兼ね備えた合
金を製造するものである。
　本技術による合金は、飽和磁束密度、透磁率などの諸特性に優れ、かつ、
高周波領域においても磁心損失が小さいなどの特徴を持つ。

用途・利用分野
kHz 帯域用スイッチング電源に使用されるトランス、ノイズフィルタなどの
磁気部品の磁心（コア）

鉄・遷移金属系ナノ結晶軟磁性合金の製造技術

（参考資料）

Fe-M-B ナノ結晶軟磁性合金の高分解能透過電子顕微鏡写真

Fe-M-B ナノ結晶軟磁性合金薄帯

研究者
笛木和雄・北澤宏一（東京大学）、
前田弘（金属材料技術研究所）

委託開発企業 住友電気工業株式会社

開発期間 平成３年３月〜平成８年３月

委託開発費 約９億３０００万円

概要

　酸化物超電導体は、液体窒素での冷却（約−196℃）を利用できるため、
広い応用が期待されているが、層状の結晶構造に基づく異方性の強いセラ
ミックスであり、結晶粒度や結晶配向性等が超電導特性と密接な関係をもつ
ため、精緻なプロセス技術の開発が望まれていた。
　本技術は、ビスマス、ストロンチウム、カルシウム、銅等からなる酸化物
超電導体の製造工程において、塑性加工や焼結のプロセスを精緻に制御する
ことにより、所望の超電導特性を得るものである。本技術による超電導線は、
長さ 1,000m 以上で 30,000A/cm3以上と世界最高の臨界電流密度を持つ。

用途・利用分野 大容量電力ケーブル、マグネット用コイル線
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委託開発
課題名

研究者
笛木和雄・北澤宏一（東京大学）、
前田弘（金属材料技術研究所）

委託開発企業 住友電気工業株式会社

開発期間 平成３年３月〜平成８年３月

委託開発費 約９億３０００万円

概要

　酸化物超電導体は、液体窒素での冷却（約−196℃）を利用できるため、
広い応用が期待されているが、層状の結晶構造に基づく異方性の強いセラ
ミックスであり、結晶粒度や結晶配向性等が超電導特性と密接な関係をもつ
ため、精緻なプロセス技術の開発が望まれていた。
　本技術は、ビスマス、ストロンチウム、カルシウム、銅等からなる酸化物
超電導体の製造工程において、塑性加工や焼結のプロセスを精緻に制御する
ことにより、所望の超電導特性を得るものである。本技術による超電導線は、
長さ 1,000m 以上で 30,000A/cm3以上と世界最高の臨界電流密度を持つ。

用途・利用分野 大容量電力ケーブル、マグネット用コイル線

酸化物超電導材料（Ｂｉ系超電導線）の製造技術

（参考資料）

高温超電導線 ビスマス系超伝導線材

Si 単結晶引上げ炉用高温超電導マグネット
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委託開発
課題名

研究者 林主税・小田正明（創造科学技術推進事業林超微粒子プロジェクト）

委託開発企業 真空冶金株式会社

開発期間 平成２年１２月〜平成６年３月

委託開発費 約３億３０００万円

概要

　金属超微粒子（粒径１〜100nm）は凝集（多数の超微粒子が集まり大き
な粒子を形成する現象）が起きやすいという問題があった。本技術は、不活
性ガス中で超微粒子を成長させた後、有機剤で超微粒子を被覆することによ
り、凝集を防止し、個々の粒子が独立に分散した金属超微粒子を連続的に製
造するものである。化学反応法によるものに比べ 、アルカリ、塩素等が含
まれず高純度である。
　この超微粒子分散液をインク、又はペースト状にして、インクジェット印
刷、スクリーン印刷、コンタクト転写印刷法により、電子回路の数十ミクロ
ンからサブミクロン幅の微細な配線を形成することが可能である。

用途・利用分野

① PDP、液晶、有機 EL 等の大型ディスプレーの配線、電極用
　（真空成膜の代替技術、低コスト化）
② 実装用の有機材基板の微細配線（真空成膜、湿式メッキ代替）
③ 金属反射膜
④ 金属粒子分散型カラーフィルター

独立金属超微粒子の製造技術

（参考資料）

金 独 立 金 属 超 微
粒 子 透 過 型 電 子
顕微鏡像 独立金属超微

粒子分散液

スクリーン印刷法によるライン & スペース 
20 ミクロンの配線パターン
基板はポリイミド

研究者 吉村進（創造科学技術推進事業）他

委託開発企業 松下電子部品株式会社

開発期間 平成元年３月〜平成４年３月

委託開発費 約３億５０００万円

概要

　単結晶グラファイトやそれと同等の物性を有する高品質グラファイトは、
放射線光学素子等に利用されているが、従来の製造法では、大面積、厚手の
ものが得にくく、また工程が複雑で製造時間が長い等の問題があった。
　本技術は、ポリイミド等の耐熱性の高分子フィルムを積み重ね、高温処理
し、高品質グラファイトを製造するものである。本技術により、単結晶グラ
ファイトと同等の耐熱性と結晶性を持つ大面積かつ厚手の高品質グラファイ
トブロックが短時間で製造可能となった。

用途・利用分野 中性子線用、Ｘ線用、放射光用モノクロメーター等の放射線光学素子
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委託開発
課題名

研究者 吉村進（創造科学技術推進事業）他

委託開発企業 松下電子部品株式会社

開発期間 平成元年３月〜平成４年３月

委託開発費 約３億５０００万円

概要

　単結晶グラファイトやそれと同等の物性を有する高品質グラファイトは、
放射線光学素子等に利用されているが、従来の製造法では、大面積、厚手の
ものが得にくく、また工程が複雑で製造時間が長い等の問題があった。
　本技術は、ポリイミド等の耐熱性の高分子フィルムを積み重ね、高温処理
し、高品質グラファイトを製造するものである。本技術により、単結晶グラ
ファイトと同等の耐熱性と結晶性を持つ大面積かつ厚手の高品質グラファイ
トブロックが短時間で製造可能となった。

用途・利用分野 中性子線用、Ｘ線用、放射光用モノクロメーター等の放射線光学素子

高品質グラファイトの製造技術

（参考資料）

高品質グラファイトの外観

項　　目 特　　　　　　　　　　　性

最大サイズ
モザイクスプレッド ： 0.4〜0.5° 40×４（mm）

モザイクスプレッド ： 2.0〜3.0° 140×40×12（mm）

電気伝導率 ａｂ面方向 23000 Ｓ /cm

耐　熱　性 無酸素状態 3000 ℃以上

密　　　度 2.2 ｇ/cm3
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委託開発
課題名

研究者 木島弌倫（京都工芸繊維大学）他

委託開発企業 住友大阪セメント株式会社

開発期間 昭和６３年１２月〜平成４年６月

委託開発費 約２億７０００万円

概要

　炭化けい素は、高温強度や耐蝕性等に優れ、耐熱構造材等に用いられるが、
焼結性が悪いため、焼結助剤等を添加する必要があり、その結果、炭化けい
素本来の特性を損なってしまうという問題があった。
　本技術は、プラズマＣＶＤ法により製造した高活性の炭化けい素超微粉末
を、通常の炭化けい素粉末に添加して高温高圧で焼結することにより、焼結
助剤を添加することなく炭化けい素の焼結体を得るものである。

用途・利用分野
高純度、高密度、高耐蝕性を活かしたエッチング装置用電極や高耐酸化性、
高熱伝導性を活かしたヒーター等

高密度炭化けい素焼結体の製造技術

（参考資料）

ＳｉＣ超微粒子 スパッタリングターゲット

プラズマエッチング装置用電極
ヒーターユニット

研究者 森本琢郎（㈶生産開発科学研究所）他

委託開発企業 大塚化学株式会社

開発期間 昭和６１年２月〜平成２年７月

委託開発費 約３億７０００万円

概要

　従来、高分子と微紛炭素等からなる導電性複合材料が利用されていたが、
黒色であるため任意の色への着色が難しく、また従来の複合化技術では高分
子材料の強度や耐熱性を向上させる事はできなかった。
　本技術では、白色の繊維状チタン酸カリウムの表面に塩化スズと塩化アン
チモンの水酸化物の皮膜を作り、焼成して透明な導電性酸化物被膜に転換す
ることにより白色の導電性材料が得られる。本技術により白色で強度、耐熱
性に優れた導電性材料の製造が可能となった。

用途・利用分野
クリーンルームの静電防止床材、電子機器用ハウジング、自動車用導電性プ
ライマー（静電塗装用）等
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委託開発
課題名

研究者 森本琢郎（㈶生産開発科学研究所）他

委託開発企業 大塚化学株式会社

開発期間 昭和６１年２月〜平成２年７月

委託開発費 約３億７０００万円

概要

　従来、高分子と微紛炭素等からなる導電性複合材料が利用されていたが、
黒色であるため任意の色への着色が難しく、また従来の複合化技術では高分
子材料の強度や耐熱性を向上させる事はできなかった。
　本技術では、白色の繊維状チタン酸カリウムの表面に塩化スズと塩化アン
チモンの水酸化物の皮膜を作り、焼成して透明な導電性酸化物被膜に転換す
ることにより白色の導電性材料が得られる。本技術により白色で強度、耐熱
性に優れた導電性材料の製造が可能となった。

用途・利用分野
クリーンルームの静電防止床材、電子機器用ハウジング、自動車用導電性プ
ライマー（静電塗装用）等

複合材料用白色導電性材料の製造技術

（参考資料）

白色導電材料の TEM 写真

帯電防止エジェクター（右上部）への適用自動車の静電塗装用導電性プライマーへの適用
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委託開発
課題名

研究者 真田弘美（東京大学）

委託開発企業 マツダマイクロニクス株式会社

開発期間 平成１６年３月〜平成１８年９月

委託開発費 約８４００万円

概要

　高齢化社会が進行するなか、寝たきり状態となる高齢者の数が 2010年
には170万人に達し、その内の7〜10人に1人の割合での床ずれ（褥瘡（じょ
くそう））発症が予測されている。
　本新技術による振動器は、床ずれ患部に振動を与えることで、阻血傾向に
ある患部の血液の流れを促進させ、血液と組織間の栄養分の吸収や老廃物の
排出を促し、床ずれの解消を図るものであり、臨床試験の結果、本機器が床
ずれの初期病変の発赤の解消に有効であることが確認されている。
　開発製品は、ベッドの種類を選ばず使用でき、簡便な操作により床ずれケ
アが可能であり、病院、介護施設で広く利用が期待される。

用途・利用分野 寝たきり患者の床ずれケア用途

研究者 荘村泰治（大阪大学）

委託開発企業 和田精密歯研株式会社

開発期間 平成１６年１０月〜平成１９年１０月

委託開発費 約１億３０００万円

概要

　近年、歯が欠損した場合に顎骨に人工歯根を埋め込み、その上に修復歯
冠を装着する歯科インプラント治療が注目されている。しかし、顎の骨に
孔を開けてインプラントを埋め込む外科手術を必要とするため、手術の安
全性と正確性を高める支援システムの開発が切望されている。
　本新技術では、従来の 2 次元 X 線写真ではなく、独自に開発した歯型
と CT 顎骨像を高精度に位置統合した 3 次元画像を用いることで、症例ご
とに最適なインプラントの埋入位置をシミュレーションできるようになっ
た。また、手術において、正確かつ安全に骨にドリルを用いて穿孔し、イ
ンプラントを埋入するための手術支援用ガイド（サージカルガイド）を
CAD で設計し、その 3 次元 CAD データから迅速に立体モデルを成型で
きる積層法による RP 技術（Rapid Prototyping ）を用いてサージカル
ガイドを高精度に CAM で造形した。さらに、RP で造形した顎骨模型を
提供することで術前の診断がしやすくなり、手術の演習ができるように
なった。
　本技術によって、歯肉を切開する方法のほか、切開や剥離をせずに手術
ができる患者の負担が少ない低侵襲な手術法など多様なインプラント埋入
手術を正確かつ安全に支援することが可能となった。

用途・利用分野 歯科インプラント手術、歯科医師教育、患者への術前説明用ツール

歯科インプラント手術用骨上ステント

（参考資料）

サージカルガイド 人工歯根植立用ドリル

顎骨

ドリル穿孔位置
決め用の孔

顎骨模型とサージカルガイドによる手術の模式図 3 次元樹脂積層型成形機により造形したサージカルガイド
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委託開発
課題名

研究者 真田弘美（東京大学）

委託開発企業 マツダマイクロニクス株式会社

開発期間 平成１６年３月〜平成１８年９月

委託開発費 約８４００万円

概要

　高齢化社会が進行するなか、寝たきり状態となる高齢者の数が 2010年
には170万人に達し、その内の7〜10人に1人の割合での床ずれ（褥瘡（じょ
くそう））発症が予測されている。
　本新技術による振動器は、床ずれ患部に振動を与えることで、阻血傾向に
ある患部の血液の流れを促進させ、血液と組織間の栄養分の吸収や老廃物の
排出を促し、床ずれの解消を図るものであり、臨床試験の結果、本機器が床
ずれの初期病変の発赤の解消に有効であることが確認されている。
　開発製品は、ベッドの種類を選ばず使用でき、簡便な操作により床ずれケ
アが可能であり、病院、介護施設で広く利用が期待される。

用途・利用分野 寝たきり患者の床ずれケア用途

振動による褥瘡（じょくそう）治療用具

（参考資料）

振動器とベッドへの設置様子

StageⅠ 褥瘡（振動付加前） 振動付加 6 回後（３日目）

踝部の StageⅠ 褥瘡の変化
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委託開発
課題名

研究者 小宮山淳、白井汪芳（信州大学）

委託開発企業 ダイワボウノイ株式会社

開発期間 平成１４年３月〜平成１８年２月

委託開発費 約２億３５００万円

概要

   アトピー性皮膚炎はかゆみを伴う再発性湿疹性皮膚疾患であり、かゆみ
に耐えきれず引っ掻くと、皮膚の状態が悪化しさらにかゆみが増すため、
皮膚管理におけるかゆみの鎮静化が、アトピー性皮膚炎の治療において重
要な課題となっていた。
　本技術は、鉄フタロシアニンテトラカルボン酸で繊維を染色するし、か
ゆみ悪化因子であるダニアレルゲンやハウスダスト、汗抗原を吸着・除去
すること、およびアトピー性皮膚炎患者の湿疹病変に 100％近い割合で
検出される黄色ブドウ球菌等細菌の異常繁殖を防止して毒素を低減させる
ことにより、かゆみを鎮静化する技術である。
　本技術は、抗アレルギー剤服用といった治療法とは異なり、着用するこ
とによってかゆみを鎮静化するものであり、アトピー性皮膚炎に悩んでい
る患者本人、家族のＱＯＬ（生活の質）を改善する技術として期待される。

用途・利用分野 アトピー性皮膚炎患者等のかゆみ鎮静化

痒み鎮静作用を有する機能性繊維

（参考資料）

かゆみ鎮静作用を有する下着

研究者
柏木豊（農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所）
大原誠資（森林総合研究所）

委託開発企業 株式会社琉球バイオリソ−ス開発

開発期間 平成１６年１月〜平成１７年１２月

委託開発費 約１億６０００万円

概要

　本技術は、サトウキビの圧搾かす（バガス）の強固な繊維構造を爆砕によ
り破壊させ、キシラナーゼ活性の高い麹菌にて発酵処理をおこない、キシロ
オリゴ糖を効率よく生成・蓄積させる技術である。
　本技術により腸内環境改善効果、抗酸化活性能、血糖値上昇抑制能、中性
脂肪上昇抑制能を有するメタボリックシンドローム予防効果の高い食物繊維
素材の製造が可能になる。
　また、さとうきび産業において廃棄処理に苦慮していた圧搾かす（バガス）
から機能性食物繊維素材を生み出す、ゼロエミッション生産システムの構築
に貢献するものである。

用途・利用分野 機能性食物繊維素材
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委託開発
課題名

研究者
柏木豊（農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所）
大原誠資（森林総合研究所）

委託開発企業 株式会社琉球バイオリソ−ス開発

開発期間 平成１６年１月〜平成１７年１２月

委託開発費 約１億６０００万円

概要

　本技術は、サトウキビの圧搾かす（バガス）の強固な繊維構造を爆砕によ
り破壊させ、キシラナーゼ活性の高い麹菌にて発酵処理をおこない、キシロ
オリゴ糖を効率よく生成・蓄積させる技術である。
　本技術により腸内環境改善効果、抗酸化活性能、血糖値上昇抑制能、中性
脂肪上昇抑制能を有するメタボリックシンドローム予防効果の高い食物繊維
素材の製造が可能になる。
　また、さとうきび産業において廃棄処理に苦慮していた圧搾かす（バガス）
から機能性食物繊維素材を生み出す、ゼロエミッション生産システムの構築
に貢献するものである。

用途・利用分野 機能性食物繊維素材

バガスを利用した機能性食物繊維

（参考資料）

発酵バガス粉末

ファイバーフード食品製品例パイロットプラント　爆砕装置
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委託開発
課題名

薬物の体内動態予測システム

ヒト有機イオントランスポーター発現細胞による薬物取り込み試験法

研究者 遠藤仁（杏林大学）

委託開発企業 株式会社富士バイオメディックス

開発期間 平成１２年３月〜平成１６年３月

委託開発費 約３億８０００万円

概要

　新薬の開発においては、投与した薬物が動物・ヒトの体内でどのように
吸収・分布・代謝・排泄されるのかを知るための薬物動態試験は必須であり、
排泄に関して、分子レベルのスクリーニング系の実用化が望まれていた。
　本技術は、腎臓・肝臓・脳等の細胞膜に存在するヒト薬物輸送蛋白質（ト
ランスポーター）を発現させた培養細胞を用い、薬物等の体内動態を予測
するシステムである。
　本技術では、薬物の排泄に重要な役割を持つ腎臓に存在するトランス
ポーターを培養細胞表面に発現させることで、生体が持つ薬物輸送機能を
シャーレ上で代替する系を構築した。この系での被験薬物の動態を解析す
ることにより、薬物の吸収、分布と排泄、薬物の併用による副作用などを
インビトロで簡便に予測することが可能となった。
　本システムにより、治療薬を動物やヒトに投与する前に、薬物の組織へ
の移行性や体外排出性、併用薬との相互作用を予測でき、被験者のリスク
軽減、開発期間短縮等の経済的効果が見込まれる。

用途・利用分野 新薬開発における薬物の体内動態試験

（参考資料）

研究者 宮城光信（東北大学）

委託開発企業 株式会社モリタ製作所

開発期間 平成１３年３月〜平成１７年３月

委託開発費 約２億２０００万円

概要

　レーザによる歯科治療が広まっているが、歯肉等の軟組織と歯のような硬
組織では異なるレーザを使用する必要がある。しかし、複数の波長を、同時
に発生する装置・効率よく伝送するファイバがないため個々に装置を用意す
る必要があり、場所やコストが嵩むだけでなく、治療時間の短縮を妨げる原
因にもなっていた。
　本技術は、2 波長レーザの伝送方法として、誘電体内装の柔軟性に富む中
空ファイバを採用し、止血効果のある 2 μ m 帯と切開機能及び硬組織切削
機能のある 3 μ m 帯の 2 波長レーザ光を高効率で伝送することを可能とし
た。
　本装置により、軟組織の切開・止血と硬組織の切削の歯科治療が一台で可
能となるため、患者の負担軽減や治療時間短縮への貢献が期待される。

用途・利用分野 虫歯治療や歯周病治療、根管治療
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委託開発
課題名

研究者 宮城光信（東北大学）

委託開発企業 株式会社モリタ製作所

開発期間 平成１３年３月〜平成１７年３月

委託開発費 約２億２０００万円

概要

　レーザによる歯科治療が広まっているが、歯肉等の軟組織と歯のような硬
組織では異なるレーザを使用する必要がある。しかし、複数の波長を、同時
に発生する装置・効率よく伝送するファイバがないため個々に装置を用意す
る必要があり、場所やコストが嵩むだけでなく、治療時間の短縮を妨げる原
因にもなっていた。
　本技術は、2 波長レーザの伝送方法として、誘電体内装の柔軟性に富む中
空ファイバを採用し、止血効果のある 2 μ m 帯と切開機能及び硬組織切削
機能のある 3 μ m 帯の 2 波長レーザ光を高効率で伝送することを可能とし
た。
　本装置により、軟組織の切開・止血と硬組織の切削の歯科治療が一台で可
能となるため、患者の負担軽減や治療時間短縮への貢献が期待される。

用途・利用分野 虫歯治療や歯周病治療、根管治療

歯科用２波長レーザ治療装置

軟組織の切開　直後症例の結果（左：本装置　右：メス による切開）

本開発の２波長レーザ治療装置の構造図

（参考資料）
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委託開発
課題名

研究者 瀬戸秀春（理化学研究所）、禿泰雄（岐阜大学）

委託開発企業 日本ゼオン株式会社

開発期間 平成８年３月〜平成１５年６月

委託開発費 約 8 億円

概要

　植物成長調整剤は、作物の成長の促進、作物成熟時期の調整などの目的
で使用されている。また、各所で天然の植物成長ホルモンを中心に新規の
植物成長調整剤の研究が盛んになされているが、幅広い植物に適用でき、
また低温障害への抵抗性付与などの効果を持つ植物成長調整剤の実現が望
まれていた。
　本技術は、低濃度で穀類、果実、イモ類等の成長を促進し、低温障害に
対する抵抗性を付与する植物成長調整剤ジャスモン酸誘導体を製造するも
のである。

用途・利用分野
果実の収穫時期制御や着色促進効果、果樹や作物の低温障害軽減効果を持
つ植物成長調整剤

植物成長調整剤ジャスモン酸誘導体

（参考資料）

ジャスモン酸誘導体の効果

ジャスモン酸誘導体を活性成分
とする植物成長調整剤

研究者 浅野康一（東京工業大学）

委託開発企業 大陽日酸株式会社

開発期間 平成１３年３月〜平成１６年６月

委託開発費 約１２億７０００万円

概要

　ポジトロン断層撮影診断装置（PET）の診断薬であるフルオロデオキシグ
ルコース（FDG）の原料となる酸素18安定同位体標識水は、水あるいは一
酸化窒素を原材料として生産されていたが、よりエネルギー消費が少なく安
全性の高い大量生産法の開発が望まれていた。
　本技術では、熱と物質の同時移動モデルに基づく多成分系混合物の蒸留技
術を応用して酸素18安定同位体標識水を生産する。この方法は、従来の水
蒸留法に比べ蒸発潜熱が約1/6 となるためエネルギーコストが小さく、ま
た化学的に不安定で毒性を持つ一酸化窒素を使用しないことから安全に、
97％以上の高濃度酸素18安定同位体標識水の 100kg/年規模での大量生
産が可能となる。

用途・利用分野 PET 診断薬18FDG の原料
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委託開発
課題名

研究者 浅野康一（東京工業大学）

委託開発企業 大陽日酸株式会社

開発期間 平成１３年３月〜平成１６年６月

委託開発費 約１２億７０００万円

概要

　ポジトロン断層撮影診断装置（PET）の診断薬であるフルオロデオキシグ
ルコース（FDG）の原料となる酸素18安定同位体標識水は、水あるいは一
酸化窒素を原材料として生産されていたが、よりエネルギー消費が少なく安
全性の高い大量生産法の開発が望まれていた。
　本技術では、熱と物質の同時移動モデルに基づく多成分系混合物の蒸留技
術を応用して酸素18安定同位体標識水を生産する。この方法は、従来の水
蒸留法に比べ蒸発潜熱が約1/6 となるためエネルギーコストが小さく、ま
た化学的に不安定で毒性を持つ一酸化窒素を使用しないことから安全に、
97％以上の高濃度酸素18安定同位体標識水の 100kg/年規模での大量生
産が可能となる。

用途・利用分野 PET 診断薬18FDG の原料

酸素18安定同位体標識水の製造技術

（参考資料）

18O 標識水の製造工程

18O 標識水製造プラント
約７ｍ× 3.5 ｍ×高さ 70m。蒸留塔 13 基、
高純度酸素塔 1 基、窒素循環圧縮機、寒冷
を発生させる膨張タービン等を備える。
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委託開発
課題名

研究者 吉井文男（日本原子力研究所）

委託開発企業 ニチバン株式会社

開発期間 平成８年３月〜平成１４年９月

委託開発費 約３億２０００万円

概要

　近年、熱傷や褥瘡（床ずれ）、外傷などの傷の治療において、傷口から
出る液（滲出液）の成分を利用して傷の治りを促す治療法（ウエットヒー
リング）が広まっている。その際、過剰な滲出液を吸収して傷口を適度な
湿潤状態に保ち、傷の治りを早める医療用具を創傷被覆材と呼んでいる。
従来のものは多量に滲出液を吸収することによる溶解や、不透明で傷口が
見えない等の問題点があり、これらを改善することが望まれていた。
　本技術は、高分子水溶液に電子線をあてることにより、高分子間を架橋
し、透明なハイドロゲルを製造する技術である。このとき出来る網目構造
の中に水分を保持するため、得られた製品は創傷被覆材に必要な適度な吸
水性と強度を持ち、滲出液を吸収しても溶解せず、従来製品に比べ取り扱
いやすい創傷被覆材を実現した。

用途・利用分野 医療用具の創傷被覆材

ハイドロゲル剤型創傷被覆材

（参考資料）

湿潤環境と乾燥環境における傷の治療

ハイドロゲルのできかた

研究者 寺田文典（（独）農業・生物系特定産業技術研究機構）他

委託開発企業 宮崎みどり製薬株式会社

開発期間 平成１２年３月〜平成１５年３月

委託開発費 約１億８０００万円

概要

　従来、家畜用粗飼料として利用されてきた稲藁は、①自脱コンバインの導
入等により破砕化される②土中に鋤き込まれる等の理由により入手が困難に
なっている。このため、牛飼育農家では粗飼料用稲藁の約２割を中国・台湾・
韓国等から輸入し、また麦藁も輸入しているが、口蹄疫発生原因の懸念もあ
り、食の安全確保のために新しい粗飼料源の確保が求められている。
　本技術は、杉間伐材から家畜用粗飼料の製造を行い稲藁などの代替となる
粗飼料を提供するもので、シラカンバの粗飼料化の技術成果を杉間伐材に適
用して開発に成功した。製造した粗飼料は牛が食べやすい柔らかさの長さ２
cm 以下の繊維状のもので、これを濃厚飼料に混ぜて与えたところ通常飼料
を与えたものと成長状態に差がなく、また動態が穏やかで反芻が促され排便
状態も良好で、下痢が減り毛艶がよくなる等の良好な結果が得られた。

用途・利用分野 家畜粗飼料
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委託開発
課題名

研究者 寺田文典（（独）農業・生物系特定産業技術研究機構）他

委託開発企業 宮崎みどり製薬株式会社

開発期間 平成１２年３月〜平成１５年３月

委託開発費 約１億８０００万円

概要

　従来、家畜用粗飼料として利用されてきた稲藁は、①自脱コンバインの導
入等により破砕化される②土中に鋤き込まれる等の理由により入手が困難に
なっている。このため、牛飼育農家では粗飼料用稲藁の約２割を中国・台湾・
韓国等から輸入し、また麦藁も輸入しているが、口蹄疫発生原因の懸念もあ
り、食の安全確保のために新しい粗飼料源の確保が求められている。
　本技術は、杉間伐材から家畜用粗飼料の製造を行い稲藁などの代替となる
粗飼料を提供するもので、シラカンバの粗飼料化の技術成果を杉間伐材に適
用して開発に成功した。製造した粗飼料は牛が食べやすい柔らかさの長さ２
cm 以下の繊維状のもので、これを濃厚飼料に混ぜて与えたところ通常飼料
を与えたものと成長状態に差がなく、また動態が穏やかで反芻が促され排便
状態も良好で、下痢が減り毛艶がよくなる等の良好な結果が得られた。

用途・利用分野 家畜粗飼料

杉間伐材を原料とする家畜粗飼料の製造技術

（参考資料）

杉間伐材を原料とする家畜粗飼料の製造フロー

製造プラント

家畜粗飼料
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委託開発
課題名

研究者 石川成寿（栃木県農業試験場）

委託開発企業 出光興産株式会社

開発期間 平成９年３月〜平成１２年９月

委託開発費 約１億８０００万円

概要

　イチゴ等の農作物の葉や茎、果実に黒色の斑点等を形成し枯死させる重
篤な病害である炭そ病に対して高い阻害性を示す糸状菌を苗に散布するこ
とにより、炭そ病に対する抵抗力を高め、炭そ病を防除する微生物農薬を
開発した。本技術による農薬は、土壌に普遍的に存在する糸状菌を用いる
ため、環境にやさしく、植物に定着し効果持続期間が長いため散布回数の
削減が可能であるなど、従来の化学農薬には無いメリットを持っている。

用途・利用分野 イチゴ炭そ病の防除用微生物農薬

炭そ病防除用微生物農薬

（参考資料）

写真１．微生物農薬の形態

写真２．効果試験例
（左：化学農薬／中：無処理／右：本新技術）

研究者 中林宣男（東京医科歯科大学）、石原一彦（東京大学）

委託開発企業 日本油脂株式会社

開発期間 平成６年３月〜平成１１年３月

委託開発費 約８億円

概要

　医療用チューブやカテーテルの材料として、シリコン、ポリエチレンなど
が使用されているが、これらの材料は生体から異物と認識され血液凝固など
の拒絶反応を誘起するという問題点があった。
　本技術により、生体膜（細胞膜）の構成成分であるリン脂質極性基（ホス
ホリルコリン基）を導入することにより、タンパク質や血球等が極めて付着
しにくいなどの従来にはない高度な生体適合性を有するポリマーを製造する
ことに成功した。

用途・利用分野 コンタクトレンズ・化粧品の原材料
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委託開発
課題名

研究者 中林宣男（東京医科歯科大学）、石原一彦（東京大学）

委託開発企業 日本油脂株式会社

開発期間 平成６年３月〜平成１１年３月

委託開発費 約８億円

概要

　医療用チューブやカテーテルの材料として、シリコン、ポリエチレンなど
が使用されているが、これらの材料は生体から異物と認識され血液凝固など
の拒絶反応を誘起するという問題点があった。
　本技術により、生体膜（細胞膜）の構成成分であるリン脂質極性基（ホス
ホリルコリン基）を導入することにより、タンパク質や血球等が極めて付着
しにくいなどの従来にはない高度な生体適合性を有するポリマーを製造する
ことに成功した。

用途・利用分野 コンタクトレンズ・化粧品の原材料

リン脂質極性基を有するポリマーの製造技術

（参考資料）

人工血管を用いた MPC ポリマーの生体適合性の評価

MPC ポリマーをコートした人工血管
（8 ヶ月後も開存）

MPC ポリマーをコートしていない人工血管
（90 分で閉塞）

MPC ポリマーを配合した化粧品
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委託開発
課題名

研究者 松原謙一（大阪大学）、大友信也（㈶化学及血清療法研究所）

委託開発企業 財団法人　化学及血清療法研究所

開発期間 昭和５９年３月〜昭和６３年１月

委託開発費 約８億３０００万円

概要

　組み換えＤＮＡ技術によりＢ型肝炎ウィルスの表面抗原の遺伝子を酵母
に組み込んで、酵母に表面抗原だけを生産させてワクチンとするもので、
我が国で初めて組み換えＤＮＡ技術を用いて感染の危険性を有するウィル
スが混入しない安全なＢ型肝炎ワクチンを安定的に効率よく製造する技術
を確立したものである。

用途・利用分野 Ｂ型肝炎ワクチン

組換えＤＮＡによるＢ型肝炎ワクチンの製造技術

（参考資料）

B 型肝炎ワクチン製品群

HBV（hepatitis B virion）イラスト図 製造設備

研究者 高久史麿（東京大学）、久保山盛雄（森永乳業㈱）、船越哲（㈱ミドリ十字）

委託開発企業 森永乳業株式会社・株式会社ミドリ十字

開発期間 昭和５８年１月〜平成２年６月

委託開発費 約９億８０００万円

概要

　ガン治療のため抗ガン剤を投与すると、ガン細胞ばかりでなく分裂増殖の
早い正常細胞（骨髄細胞）も損傷を受け、骨髄での造血機能が低下し、その
ため末梢血の白血球が減少して細菌などによる感染症を併発する恐れが強く
なる。そこで、白血球の減少をくい止められれば、ガン治療の効果を高める
ことができる。
　本技術は、生体内に存在して白血球（顆粒球）の増殖を促進する作用があ
る白血球増殖因子をヒトの尿より抽出・精製し、製剤として量産を図るもの
である。

用途・利用分野 白血球減少症に対する医薬品
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委託開発
課題名

研究者 高久史麿（東京大学）、久保山盛雄（森永乳業㈱）、船越哲（㈱ミドリ十字）

委託開発企業 森永乳業株式会社・株式会社ミドリ十字

開発期間 昭和５８年１月〜平成２年６月

委託開発費 約９億８０００万円

概要

　ガン治療のため抗ガン剤を投与すると、ガン細胞ばかりでなく分裂増殖の
早い正常細胞（骨髄細胞）も損傷を受け、骨髄での造血機能が低下し、その
ため末梢血の白血球が減少して細菌などによる感染症を併発する恐れが強く
なる。そこで、白血球の減少をくい止められれば、ガン治療の効果を高める
ことができる。
　本技術は、生体内に存在して白血球（顆粒球）の増殖を促進する作用があ
る白血球増殖因子をヒトの尿より抽出・精製し、製剤として量産を図るもの
である。

用途・利用分野 白血球減少症に対する医薬品

ヒト尿由来白血球増殖因子製剤の開発

（参考資料）

作用機構および特性

白血球減少症治療剤

１．単球・マクロファージを介して白血球を増加させる。
２．単球・マクロファージ系前駆細胞を分化・増殖させる。
３．単球・マクロファージを介して白血球系前駆細胞を分化・増殖させる。

（備考）
　記載の情報は当時のものです。
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委託開発
課題名

研究者 三宅昭久（東レ㈱）他

委託開発企業 東レ株式会社

開発期間 昭和５５年５月〜昭和６０年３月

委託開発費 約１０億８０００万円

概要

　ウィルス疾患を適応症とする安全性の高い医薬品としてだけでなく、制
癌剤としても、広範囲に有効性の高いインターフェロン（ウィルス増殖を
阻害する因子）は量産化が極めて困難であり、医薬品として応用すること
は困難と思われていたが、本開発により、ヒト２倍体細胞の工業的培養技
術、および、この細胞から得られる天然型インターフェロンの高純度精製
技術を確立、世界に先駆けて量産化に成功した。

用途・利用分野
膠芽腫、髄芽腫、星細胞腫、皮膚悪性黒色腫などの腫瘍や、Ｂ型肝炎、Ｃ
型肝炎を適応症とした医薬品

ヒト２倍体細胞由来インターフェロン製剤の開発

（参考資料）

インターフェロン製剤

ヒト２倍体細胞の培養を可能にした
マイクロキャリア（微小粒状担体）

フ エ ロ ン は、 細 胞 膜 上 の レ セ プ タ ー を 介 し て 宿
主細胞に働き、2',5'- オリゴアデニル酸合成酵素

（2-5AS）、プロテインキナーゼ、および 2'- ホス
ホジエステラーゼなどを誘導し、ウイルスの蛋白合
成を阻害することにより、抗ウイルス作用を発現す
ると考えられています。

研究者 菅原努・阿部光幸（京都大学）、山本五郎（山本ビニター㈱）

委託開発企業 山本ビニター株式会社

開発期間 昭和５４年３月〜昭和５６年２月

委託開発費 約４億５０００万円

概要

　ガン細胞は一般的に熱に弱く、またガン疾患部は正常組織に比べて血流が
少ないため加熱されやすいという特徴を利用して治療する加温療法が新しい
ガン治療の方法として脚光を浴びており、放射線療法や化学療法と併用する
ことにより治療効果が著しく向上することが報告されている。加温療法の加
温方法として、温水、赤外線、超音波、マイクロ波、高周波などが挙げられ
るが、高周波以外の方法では表在性ガンの治療に限定されていた。
　本技術により、生体の透過力が大きい高周波（8MHz）を利用した誘電加
温法を用いて世界で初めて深部加温を可能にした高周波加温療法用治療装置
の開発に成功した。

用途・利用分野
皮膚ガンなど表在性ガン以外に深部ガンへの加温が可能であり、胃ガンや肺
ガン、膵臓ガンなど深部ガンの加温療法装置
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委託開発
課題名

研究者 菅原努・阿部光幸（京都大学）、山本五郎（山本ビニター㈱）

委託開発企業 山本ビニター株式会社

開発期間 昭和５４年３月〜昭和５６年２月

委託開発費 約４億５０００万円

概要

　ガン細胞は一般的に熱に弱く、またガン疾患部は正常組織に比べて血流が
少ないため加熱されやすいという特徴を利用して治療する加温療法が新しい
ガン治療の方法として脚光を浴びており、放射線療法や化学療法と併用する
ことにより治療効果が著しく向上することが報告されている。加温療法の加
温方法として、温水、赤外線、超音波、マイクロ波、高周波などが挙げられ
るが、高周波以外の方法では表在性ガンの治療に限定されていた。
　本技術により、生体の透過力が大きい高周波（8MHz）を利用した誘電加
温法を用いて世界で初めて深部加温を可能にした高周波加温療法用治療装置
の開発に成功した。

用途・利用分野
皮膚ガンなど表在性ガン以外に深部ガンへの加温が可能であり、胃ガンや肺
ガン、膵臓ガンなど深部ガンの加温療法装置

高周波加温療法用治療装置

（参考資料）

がん温熱治療装置　サーモトロン -RF8

加熱の原理

加温時間 - 細胞の生存曲線

　細胞を 41 〜 42℃で加熱した
場合、細胞数にあまり変化が見
られないが、42.5℃を超えると
急激に細胞が死滅する。

THERMOTRON-RF8 は—図で示すように両電極に通電される RF
波によって、組織の双極子およびイオンが１秒間に約 800 万回もの急
速な回転、移動動作を起こし、摩擦熱を発生させる誘電加温方式を採用
しています。
これは組織自体の自己発熱であり、身体の表面から深部までが一様に加
温されます。一般的な熱伝導による加温方式に比べ、昇温速度が速やか
で、かつ温度制御が正確・容易で、また清潔な環境で使用することがで
きます。



49

委託開発
課題名

研究者 加藤一男・青木秀希・田端恒雄・小木曽誠（東京医科歯科大学）

委託開発企業 ペンタックス株式会社

開発期間 昭和５２年３月〜昭和５７年９月

委託開発費 約３億円

概要

　交通事故などによる骨折や骨の欠損、骨腫瘍による骨の欠損等増加して
いるが、従来使用されていた金属、プラスチックス、セラミックスなどの
インプラント材料のほとんどは生体組織の組成とは全く異質の工業材料で
あって、生体との親和性や強度などに問題点があった。
　本技術により歯や骨の 65％を占めるアパタイトを人工的に合成するこ
とに成功し、生体親和性が非常に良好で、機械的強度および硬度も実用上
十分なインプラント材料を提供することが可能になった。

用途・利用分野 腸骨、椎弓、棘突起、頸椎スペーサなどの骨補填材料、人口耳小骨

合成アパタイトによる人工歯および人工骨の製造技術

（参考資料）

合成アパタイトの製品群 上図　アパセラム多孔体（50％）の SEM 写真
下図　NB 新生骨　Hap アパセラム
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４．平成１９年度までの開発成功課題一覧
（電子・情報・機械）
⑴電子・情報

委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

15 汎用指紋照合LSI 國枝  博昭（東京工業大学） ㈱ビヨンド・エルエスアイ

14

マルチポリゴン方式レーザー直接描画シス
テム 新田  勇(新潟大学) ㈱オプセル

光周波数コム発生器 興梠  元伸(東京工業大学) ㈱光コム研究所
紫外光シャープカットレンズアレイの製造
技術 角野  広平(産業技術総合研究所) 五鈴精工硝子㈱

磁気光学空間光変調器 井上  光輝(豊橋技術科学大学) FDK㈱

13

湿式成膜法による半導体ウエハー上の再配
線加工技術 本間  英夫(関東学院大学) ㈱野毛電気工業

デカボランイオンビーム発生装置 山田  公・松尾 二郎(京都大学) 日新イオン機器㈱

超精密薄膜チップ抵抗器 大内  一弘(秋田県高度技術研究
所)

アルファ・エレクトロニク
ス㈱

高速酸化法による光学薄膜の低温形成技術 畑  朋延（金沢大学） CBCイングス㈱

三次元超微細構造プラスチック光学素子 岩田  耕一、菊田  久雄（大阪府
立大学） ナルックス㈱

12

メタルファイバーを用いたGHz帯電磁波
吸収シート 松村  和仁（宇都宮大学） 関東鋼線㈱

高密度半導体はんだ接合システム 鹿野  快男（東京農工大学） ㈱タムラ製作所
電力回生型充放電電源装置 柏木  邦宏（東洋大学） ㈱千代田

11
CW励起波長可変レーザー 田代  英夫（理化学研究所） ㈱メガオプト
シーケンスペア・アルゴリズムを使用した
ブロックレイアウト作成ツール 梶谷  洋司（東京工業大学） マイクロアーク㈱

10 白色雑音による物理乱数生成装置 高木  相（日本大学）、吉田  隆一・
廣田  豊彦（九州工業大学） システム工学㈱

9 白色発光有機ELバックライト 城戸  淳二（山形大学） ㈱アイメス
LDアレイパワーレーザ 實野  孝久・中井  貞雄（大阪大学） 浜松ホトニクス㈱

8 ラジカル制御によるプラズマエッチング装
置 後藤  俊夫（名古屋大学） 東京エレクトロンAT㈱

7
プラズマプロセスを用いた機能性無機・有
機複合膜の形成技術 村山  洋一、柏木  邦宏（東洋大学） 伊藤忠ファインケミカル㈱

低速陽電子ビーム短パルス化装置 伊藤  泰男（東京大学） 住友重機械工業㈱

6

マイクロロッドレーザ装置 小林  喬郎（福井大学） ㈱応用光電研究室
量子井戸構造半導体赤外線（３〜５μｍ）
レーザ素子の製造技術 藤安  洋、石田  明広（静岡大学） 浜松ホトニクス㈱

グラファイトＸ線光学素子の製造技術 松原  英一郎（京都大学）、村上  
陸明（松下技研㈱）他 松下電器産業㈱

ハードディスク用接触型薄膜磁気ヘッド 松井  正顯（名古屋大学） 大同特殊鋼㈱

5 ミリ波センシング用低雑音増幅回路の製造
技術 杉山  佳延（電子技術総合研究所） 日本電装㈱

4

GaN系短波長半導体レーザの製造技術 赤㟢  勇（名城大学） 豊田合成㈱
高周波プラズマ法による有機系カラー薄膜
の製造技術 村山  洋一・柏木  邦宏（東洋大学） 日本ペイント㈱

プラズマを用いた化学的気化加工法（大学
口径非球面レンズ用） 森  勇藏　（大阪大学）　他 ㈱ニコン

2

水熱電気化学法による複合酸化物薄膜の製
造技術

吉村  昌弘・石澤  伸夫（東京工
業大学） ㈱村田製作所

判断回路内蔵型半導体加速度センサの製造
技術 庄野  克房（上智大学） ㈱フジクラ

半導体レーザ励起型ルビジウム原子発振器 大津  元一（東京工業大学） アンリツ㈱
プラズマを用いた化学的気化加工法（半導
体ウェハー用） 森  勇藏（大阪大学）他 ㈱新潟鐵工所

元 自動車用可変色エレクトロルミネッセンス
素子の製造技術 濱川  圭弘（大阪大学）他 日本電装㈱
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委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

元 アルミニウム薄膜用対向ターゲット式ス
パッタ装置 直江  正彦（東京工業大学） ㈱大阪真空機器製作所

63 集積化半導体圧力センサーの製造技術 江刺  正喜（東北大学）他 豊田工機㈱

62

大学型フルカラー液晶ディスプレイの製造
技術

Ｊ．デュシャン（フランス原子
力庁）、内田  龍男（東北大学）
他

スタンレー電気㈱

高感度薄膜を用いたガスセンサーの製造技
術

増本  健（創造科学事業・増本特
殊構造物質プロジェクト）他 ㈱リケン

61

GaN青色発光ダイオードの製造技術 赤㟢  勇（名古屋大学）他 豊田合成㈱
大出力ガラスレーザー装置 黒田  寛人（東京大学）他 ホーヤ㈱

よう素レーザー加工装置 藤岡  知夫（㈶工業開発研究所）、
内山  太郎（慶應義塾大学）他 川崎重工業㈱

60 半導体高速補助メモリの製造技術 林  豊（電子技術総合研究所）他 シチズン時計㈱
59 高調波・無効電力瞬時補償装置 難波江  章（長岡技術科学大学） 東洋電機製造㈱

58
小型高速シミュレーター 星野  力（筑波大学）他 三井造船㈱
低電圧駆動不揮発性半導体メモリ（NVRA
M） 林  豊（電子技術総合研究所）他 セイコー電子工業㈱

57

IC実装用材料の高速連続コーティング技
術 村山  洋一（東洋大学） 住友電気工業㈱

アモルファスシリコンカーバイドを用いた
高効率光電池（民生用）の製造技術 濱川  圭弘（大阪大学）他 鐘淵化学工業㈱

56 レーザー用高耐力光学薄膜の製造技術 村山  洋一（東洋大学） 昭和オプトロニクス㈱

52

機能性光学薄膜の形成技術 村山  洋一（東洋大学） ㈱ニコン

ほう化ランタン単結晶を用いた熱電子放射
陰極の製造技術

河合  七雄（大阪大学）、田中  高
穂（無機材質研究所）、志水  隆
一（大阪大学）

電気化学工業㈱

ガーネット型単結晶を用いた磁気共鳴素子
の製造技術

木村  茂行・進藤  勇・森  泰道・
北村  健二・井伊  伸夫（無機材
質研究所）

㈱アドバンテスト

51

ガス・プラズマによる半導体ウエハの酸化
処理装置 菅野  卓雄（東京大学） 日本真空技術㈱

マイクロ波用大電力トランジスタの製造技
術 西澤  潤一（㈶半導体研究振興会） 三菱電機㈱

50 ふっ素樹脂フィルムの表面処理技術 中井  順吉（大阪大学） 日東電工㈱

49 高出力超音波発生装置の製造技術 西澤  潤一・寺崎  健（㈶半導体
研究振興会） トーキン㈱

弾性表面波素子の製造技術 柴山  乾夫（東北大学） 日本電波工業㈱

48

高周波励起方式イオン化めっき技術 村山  洋一（東洋大学） ㈱小糸製作所

モノリシックディスプレイ素子の製造技術 西澤  潤一（㈶半導体研究振興
会）、高木  俊宜（京都大学）

沖電気工業㈱
スタンレー電気㈱

多陰極方式イオン化めっき技術 松原  清（機械技術研究所） シチズン時計㈱

47

発光ダイオード（GaAlAs）の連続製造技
術

西澤  潤一（㈶半導体研究振興会）
須藤  建（東北大学） スタンレー電気㈱

オーディオトランジスタの製造技術 西澤  潤一・寺崎  健（㈶半導体
研究振興会） ヤマハ㈱

45 高性能磁気テープの製造技術（高性能磁気
テープ用超微粉）

上田  良二・和田  伸彦（名古屋
大学）、田崎  明（大阪大学） 真空冶金㈱

44 Ｘ線ビジコンの製造技術 堀井  隆・西田  亮三（静岡大学） 浜松ホトニクス㈱

43 超高周波半導体素子の製造技術 伊藤  糾次（早稲田大学） ㈱東芝
半導体の連続加工技術 難波  進（理化学研究所） ㈱日立製作所

42 複合フェライト大型単結晶の製造および加
工技術 杉本  光男（理化学研究所） 富士電気化学㈱

タンタル金属皮膜抵抗器の製造技術 喜安  善市・小野寺  大（東北大学） 北陸電気工業㈱
40 小型高安定水晶発振器の製造 三宅  康友（日本大学） キンセキ㈱

37 高安定度水晶振動子の製造 蛭田  饒（電波研究所） キンセキ㈱
新しい電極材料による放電加工技術 金子  秀夫（東北大学） ジャパックス㈱

36 多層薄膜光学製品の製造 久保田  広（東京大学）、岩田  稔
（大阪工業技術試験所） 日本真空光学㈱
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⑵機械

委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

14 振動遮断接続機構を用いた免制震装置 奥村  敦史（早稲田大学） 三和テッキ㈱
精密加工機用加工精度改善ユニット 樋口  俊郎（東京大学） ㈱ナノコントロール

13 低加速度水素吸蔵合金アクチュエータ 伊福部  達（北海道大学） コペル電子㈱
ハイサイクル樹脂成形用積層金型 中川  威雄（理化学研究所） ㈱積層金型研究所

12

離型金型用被膜加工技術 森  邦夫（岩手大学） 竹内真空被膜㈱
金型の複曲面鏡面研削ユニット 大森  整（理化学研究所） 池上金型工業㈱
鍛造によるスパイラルベベルギアの製造技
術 吉田  彰（岡山大学） ゼノー・テック㈱

11 ダイレスフォーミング加工機 松原  茂夫（職業能力開発総合大
学校） ㈱アミノ

10 熱融着粉体による部分浸炭防止技術 赤松  勝也（関西大学） ㈱ナード研究所

9
プレス部品高自由度複合生産システム 青木  勇（神奈川大学） ㈱放電精密加工研究所

触媒CVDによるシリコン成膜装置 松村  英樹（北陸先端科学技術大
学院大学） アネルバ㈱

5 液中放電法によるセラミックス系膜形成装
置

齋藤  長男・毛利  尚武・恒川  
好樹（豊田工業大学） 三菱電機㈱

2 電気抵抗増大材を用いたスポット溶接技術 渡辺  統市（大阪短期大学） ㈱豊田自動織機製作所

元 水圧サーボシステム 浦田  暎三（神奈川大学） ㈱荏原製作所
㈱荏原総合研究所

56 高効率キャンドモータを用いた気体圧縮装
置

増本  剛・古林  英一（金属材料
技術研究所）他 ㈱前川製作所

55 高度自動化金型加工システム 栗野  常久（（社）未踏科学技術
協会）他 ジャパックス㈱

54 版状立体溶接鉄筋の製造及び施工技術 竹本  俊雄（竹本建築研究所） 伊藤忠商事㈱
㈱チタック

49 対話型高速自動製図機の製造技術 沖野  教郎（北海道大学） 日立精工㈱

44
大型スネークパイプの製造技術 益子  正己・伊藤  誼（東京工業

大学） ㈱東京螺旋管製作所

純流体素子の製造技術 山家  譲二・原  美明（機械技術
研究所） 山田油機製造㈱

43 二軸回転式摩擦圧接機の製造技術 蓮井  淳（金属材料技術研究所） ㈱豊田自動織機製作所
39 帯ノコの電解焼入れ技術 黒田  寿紀（大阪工業技術試験所） ㈱アマダ
37 植村式超高速度カメラの製造 植村  恒義（東京大学） ㈱ニコン
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⑶測定機器

委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

16 人工脂質膜を用いた品質管理用高耐久性高
速味覚センサ 都甲  潔（九州大学） ㈱インテリジェントセン

サーテクノロジー

15
ディジタルサーボ地震計 木下  繁夫（横浜市立大学） ㈱東京測振
微小電気化学セルを利用した重金属分析装
置 鈴木  博章（筑波大学） 積水化学工業㈱

14

浅部地下異常探知システム 芦田  譲・松岡  俊文（京都大学） 大日本コンサルタント㈱
超長距離高精度光学式距離計 伊藤  弘昌（東北大学） ㈱光電製作所
中性子検出用Li-B系シンチレータ 清水  裕彦（理化学研究所） ㈱第一機電
透過電子位相顕微鏡 永山  國昭（自然科学研究機構） 日本電子㈱

13 クロマトグラフィー用前処理濃縮装置 神野  清勝・齊戸  美弘（豊橋技
術科学大学） 信和化工㈱

11 低蛍光性マイクロプレートの製造技術 渡辺  泰男（東京医科歯科大学） ㈱シナップス

10
セラミックス充填シース型熱電対 福長  脩（元東京工業大学） いすゞ自動車㈱
高エネルギー分解能分析電子顕微鏡 田中  通義（東北大学） 日本電子㈱
車載用磁気インピーダンスセンサ 毛利  佳年雄（名古屋大学） 愛知製鋼㈱

9 近接場光学顕微分光測定システム 大津  元一（㈶神奈川科学技術ア
カデミー、東京工業大学） 日本分光㈱

可搬型蛍光Ｘ線分析装置 谷口  一雄（大阪電気通信大学） 理学電機工業㈱
8 近赤外域微弱光検出装置 野村  彰夫・斎藤  保典（信州大学） 日置電機㈱

7
超音速自由噴流による表面電離型検出器 藤井  敏博（国立環境研究所） ㈱島津製作所

固体電解質型炭酸ガスセンサ 田川  博章（横浜国立大学）、水
崎  純一郎（東北大学）他

曙ブレーキ工業㈱
㈱曙ブレーキ中央技研

6 最大値記憶型変位センサ 柳田  博明（東京大学）他 ㈱長野計器

4

高温用半導体圧力センサの製造技術（低圧
用） 中村  哲郎（豊橋技術科学大学） ㈱長野計器

高温用半導体圧力センサの製造技術（高圧
用） 中村  哲郎（豊橋技術科学大学） 豊田工機㈱

3 非線形光学特性測定装置 宮田  清蔵（東京農工豊大学） シグマ光機㈱

2 リング共振方式光ファイバ・ジャイロス
コープ 大津  元一（東京工業大学） 東京航空計器㈱
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（化学・材料・環境）
⑴化学

委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

16 大面積プラズマ支援スパッタリング法によ
る自浄性ガラスの製造技術 石井  成行（富山県立大学） YKK AP㈱

15 表面をゼオライト化した機能性発泡ガラス
の製造技術 荒木  宏之（佐賀大学） 日本建設技術㈱

14 カーボンナノチューブ液相合成装置 安藤  寿浩（物質・材料研究機構） ㈱マイクロフェーズ

13 溶媒抽出法による混酸廃液からの酸回収装
置

芝田  隼次（関西大学）、山本  秀
樹（関西大学） 三和油化工業㈱

10 微細薄片状酸化チタンの製造技術 佐々木  高義・渡辺  遵（物質・
材料研究機構） 石原産業㈱

金属超微粒子担持光触媒の製造技術 小松  晃雄（大阪市立大学） 大研化学工業㈱

9
金属磁性材料用反応性イオンエッチング技
術 中谷  功（物質・材料研究機構） アネルバ㈱

合金分散高導電性プラスチックの製造技術 中川  威雄・野口  裕之（東京大学） 新東工業㈱

8 電子線照射による高機能フッ素樹脂の製造
技術

瀬口  忠男（日本原子力研究所）、
田畑  米穂（元　東京大学） 日立電線㈱

7 オレフィン系ブロックコポリマーの製造技
術

寺野  稔（北陸先端科学技術大学
院大学） チッソ石油化学㈱

6 フロンの低温接触分解技術 篠田  清徳・宮谷  大作（富山高
等専門学校） ㈱小松製作所

4
生分解性プラスチックフィルム

（キトサン−セルロース−デンプン系）の
製造技術

西山  昌史・細川  純（四国工業
技術試験所） アイセロ化学㈱

3

高融点材料の直流・高周波複合プラズマ溶
射装置 吉田  豊信（東京大学） 日本高周波㈱

電子線照射による高耐熱性炭化けい素繊維
の製造技術

瀬口  忠男・岡村  清人（日本原
子力研究所） 日本カーボン㈱

2 高密度ガラス状炭素フィルム等の製造技術 高久  明・橋本  壽正（東京工業
大学） 日清紡績㈱

元 ホウ化チタン焼結体の製造技術 齋藤  肇（豊田工業大学） 東芝セラミックス㈱
熱可塑性ポリイミドの製造技術 今井  淑夫（東京工業大学） 新日本理化㈱

63
高密度炭化けい素焼結体の製造技術 木島  弌倫（京都工芸繊維大学）

他 住友大阪セメント㈱

高品質グラファイトの製造技術 吉村  進（創造科学事業・緒方ファ
インポリマープロジェクト） 松下電子部品㈱

60 複合材料用白色導電性材料の製造技術 森本  琢郎（㈶生産開発科学研究
所）他 大塚化学㈱

58 ダイヤモンド膜の低圧気相合成技術（切削
工具など）

瀬高  信雄・松本  精一郎（無機
材質研究所）他 三菱マテリアル㈱

58 高純度ダイヤモンド焼結体の製造技術 福長  脩・赤石  実（無機材質研
究所）他 東芝タンガロイ㈱

57 高性能セラミックフィルムの連続製造技術 尾崎  義治（成蹊大学）他 三菱マテリアル㈱
サイアロン焼結体の製造技術 三友  護（無機材質研究所）他 品川白煉瓦㈱

56 芳香族側鎖の選択的酸化による芳香族アル
デヒドの製造技術 鳥居  滋（岡山大学） 大塚化学㈱

55

有機けい素重合体を用いた炭化けい素繊維
の製造技術 矢嶋  聖使（東北大学）他 日本カーボン㈱

高純度・易焼結性アルミナ粉体の製造技術 加藤  修三（名古屋工業技術試験
所）他 大明化学工業㈱

54

放射線前照射グラフト重合法による電池用
隔膜の製造技術

岡田  紀夫（日本原子力研究所）
他 ユアサコーポレーション㈱

ポリビニルアルコール系高速イオン交換繊
維の製造技術

山内  愛造（繊維高分子材料研究
所）他 ㈱ニチビ

アデノシン三リン酸再生産用酵素の製造技
術 今堀  和友（東京大学） ユニチカ㈱



55

委
託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

51
耐熱性酵素の製造技術 今堀  和友（東京大学） 三菱化学㈱

アミノ酸系界面活性剤の製造技術 益山  新六・堀川  和夫・安原  
論（大阪市立工業研究所） 太陽化学㈱

50

付加重合によるポリフェノール系耐熱性樹
脂の製造技術

金崎  健児（北九州工業高等専門
学校） 丸善石油化学㈱

超高圧焼結による窒化ほう素工具の製造技
術

斎藤  進六・澤岡  昭（東京工業
大学） 日本油脂㈱

49 高級２塩基酸エステルの合成技術 堤  繁（大阪大学） 岡村精油㈱
高純度合成石英ガラスの製造 明石  和夫（東京大学） 日本シリコン㈱

48

セラミックス（Al203・TiC　系など）の
静水圧焼結技術 小泉  光恵（大阪大学） 日本タングステン㈱

時計用クリスタルガラスの連続成形技術 清水  博・榊原  俊作（名古屋工
業技術試験所） 並木精密宝石㈱

47 熱硬化性樹脂成形材料の製造技術 佐々木  亮高（佐々木技術士事務
所）他 昭和高分子㈱

46 ナイロン系感光性樹脂版の製造技術 長谷川  正木（繊維高分子材料研
究所） 東京応化工業㈱

44
有機性新ゲル化剤の製造技術 浜田  憲三・内山  宏（イーシー

化学㈱） 新日本理化㈱

二段加圧式ラバープレス法による大型耐火
物の製造技術

河島  千尋（成蹊大学）、斎藤  進
六（東京工業大学） 品川白煉瓦㈱

42

流動化焼成法による脱フツリン酸三石灰の
製造技術 畔上  統雄 石原産業㈱

イソブチレンポリマーの製造技術 三好  光治・上村  誠一（日本石
油化学㈱） 日本石油化学㈱

41

ホットプレス法によるセラミック系工具の
製造 浜野  義光（大阪工業技術試験所） 日本タングステン㈱

オリゴマーを用いた紙の加工技術 篠原  功・土田  英俊・神原  周（早
稲田大学） ㈱巴川製紙所

40

Ｂ−Ｂ留分を原料とするエポキシ樹脂の製
造 桐生  知男（横浜国立大学） 大日本インキ化学工業㈱

カーボンブラック・グラフトポリマーの製
造 大北  熊一（新潟大学） 三菱瓦斯化学㈱

39 芳香族メルカプタンの製造技術 佐藤  雄直（日本技術コンサルタ
ンツ㈱） スガイ化学工業㈱

37 ラバープレス法による粉体の加圧成形品の
製造

河島  千尋・斉藤  進六（東京工
業大学） 日本化学陶業㈱

34 人工水晶の製造 国富  稔・滝  貞男（山梨大学） 東洋通信機㈱

⑵材料
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託
年
度

課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

15 窒化アルミニウム単結晶の製造技術 一ノ瀬  昇（早稲田大学） ㈱フジクラ
13 粉末法Nb3Sn超電導線材の製造技術 太刀川  恭治（東海大学） ㈱神戸製鋼所

12 多方向繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の製
造技術 濱田  泰以（京都工芸繊維大学） 福井ファイバーテック㈱

6

Co基合金の連続鋳造技術 大野  篤美（千葉工業大学）他 大阪富士工業㈱
急速加熱粉末鍛造法によるアルミニウム合
金部品の製造技術 増本  健・井上  明久（東北大学） 住友電気工業㈱

導電材用高強度銅合金の製造技術 前田  弘・井上  廉・坂井  義和（金
属材料技術研究所） 昭和電線電纜㈱
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4 鉄・遷移金属系ナノ結晶軟磁性合金の製造
技術 増本  健・井上  明久（東北大学） アルプス電気㈱

3

固相拡散によるチタン・アルミニウム基合
金成形品の製造技術 辻本  得蔵（金属材料技術研究所） 住友軽金属工業㈱

非晶質アルミニウム合金（高強度）の製造
技術 増本  健・井上  明久（東北大学） YKK㈱

酸化物超電導材料（Bi系超電導磁気シール
ド）の製造技術

笛木  和雄・北澤  宏一（東京大
学）、前田  弘（金属材料技術研
究所）

日立化成工業㈱、
日立電線㈱

2

酸化物超電導材料（Bi系超電導線）の製造
技術

笛木  和雄・北澤  宏一（東京大
学）、前田  弘（金属材料技術研
究所）

住友電気工業㈱

独立金属超微粒子の製造技術 林  主税・小田  正明（創造科学
事業・林超微粒子プロジェクト） 真空冶金㈱

59 アトマイズ法による金属超微粉の製造技術 武田  徹・皆川  和己（金属材料
技術研究所） 日本アトマイズ加工㈱

52

電磁材料用アモルファス金属の製造技術 増本  健（東北大学） ㈱日立製作所
日立金属㈱

アモルファス金属の応用技術（高透磁率材
料など） 増本  健（東北大学） 松下電器産業㈱

アモルファス金属の応用技術（高磁歪材料
など） 増本  健・津屋  昇（東北大学） ソニー㈱

49
アルミニウム焼結部品の製造技術 田村  皖司（金属材料技術研究所） 三菱マテリアル㈱

高クロム超耐食鋼の製造装置 音谷  登平・下平  三郎・形浦  
安治（東北大学） 昭和電工㈱

46 浸硼による金属の表面処理技術 吉岡  正三・山本  久（大阪府立
大学） 東邦金属㈱

45 鉄・マンガン・クロム系半硬質磁石の製造
技術 依田  連平（金属材料技術研究所） 日立金属㈱

40 超伝導マグネット用導線（合金系）の製造 安河内  昂（日本大学） 日本真空技術㈱

39 真空脱炭法による低炭素フェロクロムの製
造 森山  徐一郎（京都大学）他 日本鋼管㈱

35 ニッケル電鋳法による製品の製造 大越  諄・木下  直治（理化学研
究所） 池上金型工業㈱

⑶環境
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16 過熱水蒸気による油汚染土壌浄化技術 中村  宏（東京海洋大学） 東洋建設㈱
13 下水汚泥酸発酵システム 西尾  尚道（広島大学） JFEエンジニアリング㈱
12 高保水性軽量化マットを用いた屋上緑化技術 森  有一（早稲田大学） ㈱久保工

10 生ごみ高速減容化システム 宮内  修平・井本  泰造（大阪府立
産業技術総合研究所） 日立造船㈱

9 高速汚泥コンポスト化システム 藤田  正憲（大阪大学） ㈱エス・サイエンス
8 パルス燃焼乾燥によるし尿処理システム 岸本  健（国士舘大学） 大阪富士工業㈱
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16 歯科インプラント手術用骨上ステント 荘村  泰治（大阪大学） 和田精密歯研㈱

15

振動による褥瘡（じょくそう）治療用具 真田  弘美（東京大学） マツダマイクロニクス㈱

高忠実・高伸長ＤＮＡ増幅キット
土居  洋文（戦略的創造研究推進
事業・土居バイオアシンメトリ
プロジェクト）

セレスター・レキシコ・サ
イエンシズ㈱

バガスを利用した機能性食物繊維
柏木  豊（農業・食品産業技術総
合研究機構）、大原  誠資（森林
総合研究所）

㈱琉球バイオリソ−ス開発

14
三次元眼底画像構築ソフトウェア 横田  秀夫（理化学研究所） ㈱先端力学シミュレーショ

ン研究所

電動車いす用舌圧コントローラ 和久本  雅彦（国際電気通信基礎
技術研究所） ニッタ㈱

13

痒み鎮静作用を有する機能性繊維 小宮山  淳・白井  汪芳（信州大学） ダイワボウノイ㈱

HIV感染価・薬剤耐性測定法
巽  正志（国立感染症研究所）、
岡  慎一・　蜂谷  敦子（国立国
際医療センター）

㈱三菱化学ビーシーエル

12

超音波二波計測による骨強度計測システム 大谷  隆彦（同志社大学） 応用電機㈱

歯科用２波長レーザ治療装置 宮城  光信、松浦  祐司（東北大学）
加藤  祐次（北海道大学） ㈱モリタ製作所

酸素18安定同位体標識水の製造技術 浅野  康一（東京工業大学） 日本酸素㈱
光触媒担持セラミックス多孔体フィルター
内蔵型空気浄化装置 橋本  和仁（東京大学） 盛和工業㈱

易滑性と血液適合性を有する医療用具用
コーティング剤の製造技術 森  有一（早稲田大学） ㈱セイシン企業

11

ウイルス感染症治療用活性化リンパ球培養
キット

伊藤  仁也（㈶先端医療振興財団
先端医療センター） ㈱リンフォテック

高酸素運搬機能を有するパーフルオロカー
ボン乳剤製造システム 福島  昭二（神戸学院大学） 日本ビーイーイー㈱

呼吸代謝モニター付き麻酔システム

小倉  興太郎（山口大学）、釘宮  
豊城（順天堂大学）、三条  芳光

（浜松医科大学）、池田  和之（浜
松医科大学）

泉工医科工業㈱

プロテオーム解析法による疾病検査システ
ム 吉里  勝利（広島大学） ㈱福山臨床検査センター

薬物の体内動態予測システム 遠藤  仁（杏林大学） ㈱富士バイオメディックス
抗癌剤感受性検査キットの製造技術 窪田  倭（聖マリアンナ医科大学） 特許キャピタル㈱
コミュニティ形成支援機能を持つ音声会議
システム 西本  卓也（京都工芸繊維大学） ㈱ネットイン京都

レーザトラップ三次元生細胞分離システム 増原  宏（大阪大学） エレクトロン機器㈱
機能性甘味料アラビノースの製造技術 檜作  進（鹿児島大学） 三和澱粉工業㈱
杉間伐材を原料とする家畜粗飼料の製造技
術

寺田  文典（農林水産省畜産試験
場）他 宮崎みどり製薬㈱

10 生体活性傾斜機能を有する人工股関節 小久保  正（中部大学） 日本メディカルマテリアル
㈱

医療用挿管イメージガイド 小池  康博（慶應義塾大学） スカラ㈱

9

コラーゲン製眼科用手術補助剤 金井  淳（順天堂大学） ㈱高研

薬剤投与型高機能バルーンカテーテル 松田  武久（国立循環器病セン
ター研究所）

㈱東海メディカルプロダク
ツ

センサー集積型携帯用血糖測定器 軽部  征夫（東京大学） ㈱ホーメット
グンゼ㈱

低エネルギー電子線を用いた穀物殺菌シス
テム 林  徹（食品総合研究所）他 ㈱NHVコーポレーション
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8 人工現実感による機能障害回復システム
竹田  仰（長崎総合科学大学）
中山  彰一（九州リハビリテー
ション大学）

松下電器産業㈱
㈱幸袋工作所

炭そ病防除用微生物農薬 石川  成寿（栃木県農業試験所） 出光興産㈱

7

複腔鏡下臓器摘出手術装置 吉田  修、寺地  敏郎（京都大学） ㈱モリタ製作所
ハイドロゲル剤型創傷被覆材 吉井  文男（日本原子力研究所） ニチバン㈱

植物成長調製剤ジャスモン酸誘導体 瀬戸  秀春（理化学研究所）、禿  
泰雄（岐阜大学） 日本ゼオン㈱

6
夜尿症の治療装置 渡邉  泱（京都府立医科大学）他 神田通信工業㈱
卵黄由来シアル酸及びシアリルオリゴ糖の
製造技術 山本  武彦（福山大学）他 太陽化学㈱

5

リン脂質極性基を有するポリマーの製造技
術

中林  宣男・石原  一彦（東京医
科歯科大学） 日本油脂㈱

プログラム制御型腹膜透析システム 青木  秀希（東京医科歯科大学）
吉山  直樹（社会保険三島病院）

日機装㈱
㈱アドバンス

大視野３次元Ｘ線CT装置
遠藤  真広（放射線医学総合研究
所）
鈴木  直樹（東京慈恵会医大学）

ソニー㈱

4

波長可変固体レーザーによるがん治療シス
テム 加藤  治文（東京医科大学） 石川島播磨重工業㈱

有機溶媒耐性抗体による貝毒の測定技術 高垣  裕・濱野  米一（大阪府立
公衆衛生研究所） ㈱ヤトロン

3
固有振動数測定による骨診断装置 中土  幸男・野村  彰夫（信州大学） ㈱エー・アンド・デイ

成人用高頻度人工呼吸器 山田  芳嗣（東京大学） スズキ㈱
㈱メトラン

3 茶ポリフェノール含有有機質肥料の製造技
術

市川  洋征（動物健康管理セン
ター） 三井農林㈱

2 血中過酸化脂質の高感度測定装置 宮澤  陽夫・稲場  文男（東北大学） 東北電子産業㈱
呼吸筋機能測定装置 滝島  任（東北大学） チェストエム・アイ㈱

元

鶏免疫システムによる特異的抗体の製造技
術 山本  武彦（福山大学） 太陽化学㈱

小型軽量大動脈内バルーンポンピング装置 小柳  仁（東京女子医科大学）
日本光電工業㈱
㈱東海メディカル・プロダ
クツ

微小発破による尿路結石破砕技術 渡辺  泱（京都府立医科大学）
生沼  仙三（化学技術研究所）他

細谷火工㈱
㈱モリタ製作所

61 固定化酵素法によるマルトペンタオースの
製造技術 小林  昭一（食品総合研究所）他 塩水港精糖㈱

59 結晶化ガラスによる人工骨の製造技術 山室  隆夫・田代  仁・小久保  
正（京都大学）他 日本電気硝子㈱

58 組換えDNAによるB型肝炎ワクチンの製
造技術

松原  謙一（大阪大学）
大友  信也（㈶化学及血清療法研
究所）

㈶化学及血清療法研究所

57 ヒト尿由来白血球増殖因子製剤の開発 高久  史麿（東京大学）他 森永乳業㈱
㈱ミドリ十字

56 高周波加温療法用治療装置 菅原  努・阿部  光幸（京都大学）
他 山本ビニター㈱

55 ヒト２倍体細胞由来インターフェロン製剤
の開発 三宅  昭久（東レ㈱）他 東レ㈱

53 蘇生訓練用生体シミュレーター 桜井  靖久・菊地  真（東京女子
医科大学） ㈱高研

51

合成アパタイトによる人工歯および人工骨
の製造技術

加藤  一男・青木  秀希・田端  
恒雄・小木曽  誠（東京医科歯科
大学）

ペンタックス㈱

魚類を原料とした濃縮蛋白食品素材の連続
製造技術

鈴木  たね子（水産庁東海区水産
研究所） ㈱新潟鉄工所

電解有機合成法によるマルトール類の製造
技術 庄野  達哉（京都大学） 大塚化学㈱

冷凍血液製剤の製造技術 隅田  幸男（国立福岡中央病院） 大阪酸素工業㈱
医療用高感度Ｘ線電子写真装置の製造技術 河村  孝夫（大阪府立大学） 桂川電機㈱
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課　　　　題　　　　名 研　　　究　　　者 委   託   企   業

50 血液浄化器の製造技術 小高  通夫（千葉大学） 帝人㈱
49 電子義手の製造技術 加藤  一郎（早稲田大学） ㈱今仙技術研究所

48 生体系試料分析装置の製造技術 古賀  正三（東京大学）、柴田  進
（川崎医科大学） 三鬼エンヂニアリング㈱

性フェロモンの合成および製品化技術 湯嶋  健（農業技術研究所）他 武田薬品工業㈱

47 超音波循環器診断装置 超音波循環器診断研究グループ
（海老名  敏明他） アロカ㈱

45 透析パック型人工腎臓の製造技術 今  忠正（岩見沢市立総合病院） 泉工医科工業㈱

44 血球抵抗測定装置の製造技術 古賀  正三（東京大学）、木村  栄
一（大阪市立大学）他 三鬼エンヂニアリング㈱

43 ノートバイオーツ（マウスおよびラット）
の生産技術

斉藤  宗雄（㈶実験動物中央研究
所）他 日本クレア㈱
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独 創 的 シ ー ズ 展 開 事 業

研究開発型ベンチャー企業を研究開発の面で支援し、
イノベーションの創出を目指します。

研究開発型ベンチャーを支援研究開発型ベンチャーを支援

制度のお問い合わせは

開発部
TEL：03-5214-8994
E-mail：kaku-ven＠jst.go.jp

詳細はホームページでもご覧頂けます http://www.jst.go.jp/kaku-ven/

対象：設立10年以内・
　　　資本金10億円以下の非上場企業

企業化を目指した開発企業化を目指した開発

期間：最長5年間
開発費：最大約2.0億円の企業化開発

幅広い科学技術・分野幅広い科学技術・分野

ライフサイエンス　ナノテクノロジー・材料
環境・エネルギー　情報通信
社会基盤（地震・防災等）製造技術　他

実施料還元実施料還元

開発成果の実施（製造・販売）により
新技術の所有者へ実施料を還元

SINCE
2007

革新的ベンチャー活用開発

研究開発型
ベンチャー企業

目標達成

2000～5000万円程度/年
2～5年開発費

連　携 提　案

新技術の所有者

大学、公的研究機関、公益法人　等

実施料

実施料

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

企業化開発
成 果 実 施

製 造・販 売








