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「先端計測分析技術・機器開発プログラム」
（第一部）

開発成果の活用・普及促進開発成果の活用・普及促進
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研究成果展開事業
 先端計測分析技術・機器開発プログラム 

成果発表会２０１2

「開発成果の活用・普及促進」成果発表会

開 催 趣 旨

  本プログラムでは、我が国の将来の創造的・独創的な研究開発を

支える基盤の強化を図るため、先端計測分析技術・機器およびその

周辺システムの開発を推進しています。事業発足から9年度目を迎え、

実用化・製品化につながるような優れた成果を多数輩出しています。

　しかしながら、優れた性能を示す装置であっても、操作に熟練を

要し、取扱が容易ではなく、コスト面から製品化・量産化が難しい

場合があります。

　本プログラム「開発成果の活用・普及促進」では、そのような装置を

広く研究者・技術者の方にご利用いただき、改良を加え、実用化に

繋げることを目的として平成23年度から開始されています。

　この成果発表会では、6課題の進捗状況につき報告いたします。

平成24年9月

独立行政法人  科学技術振興機構

産学基礎基盤推進部  先端計測室



要素技術（最長4年） 機器開発（最長6年）

ソフトウェア開発（最長3年）

開発成果の活用・普及促進（最長3年）
開発されたオンリーワン／ナンバーワンのプロトタイプ機を有力ユーザーの利用に供し、
当該機器の高度化等を推進

実証・実用化（最長3年）
※マッチングファンド

先端計測分析技術・機器開発プログラム先端計測分析技術・機器開発プログラム
研究成果展開事業

わが国の将来の創造的・独創的な研究開発活動を支える基盤の強化を図るため、
先端計測分析技術・機器およびその周辺システムの開発を推進します。

成果事例
顕微質量分析装置の開発
 （プロトタイプ実証・実用化タイプ  開発期間：平成21年度 ～ 平成23年度）

小河  潔  （（株）島津製作所基盤技術研究所  主幹研究員）
チームリーダー

瀬藤  光利  （浜松医科大学  医学部  解剖学 教授）
サブリーダー

病理組織を観察しながらその場で
原因物質を明らかに

生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡
 （プロトタイプ実証・実用化タイプ  開発期間：平成20年度 ～ 平成23年度）

加藤  千比呂  （（株）トーメーコーポレーション  開発部  部長）
チームリーダー

安野  嘉晃  （筑波大学大学院  数理物理科学  研究科  助教）
サブリーダー

高速・高分解能で測定でき、低コストで操作性の
高い光断層撮像装置（OCT）として医療現場で活躍

全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発
（プロトタイプ実証・実用化タイプ  開発期間：平成21年度 ～ 平成23年度）

濱田  和幸  （システム・インスツルメンツ（株） 取締役社長）
チームリーダー

西村  紳一郎  （北海道大学大学院 先端生命科学  研究院 教授）
サブリーダー

生体内の微量の糖鎖分析で病気の
早期診断が可能に

全自動2次元電気泳動・ウェスタンブロッティング装置の開発
（プロトタイプ実証・実用化タイプ  開発期間：平成21年度 ～ 平成23年度）

鵜沼  豊  （シャープ（株）研究開発本部  健康システム研究所  室長）
チームリーダー

荒木  令江  （熊本大学大学院 医学薬学研究部  （医学部） 准教授）
サブリーダー

非専門家でも測定可能で、
従来の測定時間を大幅に短縮

国が抱える政策課題に対応した「重点開発領域」を設定。平成24年度
は「グリーンイノベーション領域（太陽光発電・燃料電池・蓄電池に関
する計測分析技術の開発）」および、東京電力福島第一原子力発電所の
事故に伴う放射性物質の影響から復興と再生を遂げるため、放射線計
測に関して行政ニーズ、被災地ニーズの高い技術・機器およびシステ
ムの開発を行う「放射線計測領域」を設置。

重点開発領域以外に、領域を特に定めない「領域非特定型」の開発も推
進。開発段階に対応して「要素技術タイプ」「機器開発タイプ」「ソフト
ウェア開発タイプ」「プロトタイプ実証・実用化タイプ」を設置。
チームリーダーを核とする産と学・官の密接な連携による開発チームを構成。
開発の進捗に対して支援する開発総括（プログラムオフィサー）が開発
チームをサポート。

重点開発領域「放射線計測」被災地で早期・確実に活用できる放射線計測分析機器やシステムの開発、新たなブレークスルーを生み出す革新的な放射線計測分析技術・機器を開発（復旧・復興）

重点開発領域「グリーンイノベーション」蓄電技術、太陽光発電、燃料電池等の性能向上、低コスト化を実現する計測分析技術・機器を開発

一般領域
飛躍的な性能向上のための技術開発

一般領域
産学連携でのプロトタイプ機の性能実証、応用開発

一般領域
産学連携でのプロトタイプ機開発
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10：00 開会挨拶

11：50 9
超高感度極微量質量分析システム
“LIMAS”の開発・活用・普及促進

北海道大学  創成研究機構  特任助教

江端  新吾

10：10 4電磁浮遊技術による超高温熱物性計測システムの開発
東北大学  多元物質科学研究所  准教授

大塚  誠

10：30 5全自動糖鎖解析システムの開発と臨床応用
北海道大学大学院  先端生命科学研究院  教授

西村  紳一郎

10：50 6顕微質量分析装置の開発 浜松医科大学  医学部  特任助教

早坂  孝宏

11：10 7超高感度テラヘルツ波NMR装置の活用・普及促進
大阪大学  蛋白質研究所  教授

藤原  敏道

811：30 位相敏感高感度X線画像の非破壊検査への応用展開 東北大学  多元物質科学研究所  教授

百生  敦

12：10 終　　了

時　間 講演演題 講演者 掲載ページ

プログラム
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　半導体の結晶製造や耐熱合金の精密鋳造・精密溶接など高
温融体が関連する高付加価値製造プロセスを構築する際、その
熱物性値（比熱容量、熱伝導率、放射率、表面張力、密度）を
元にした数値シミュレーションを行うことが必要不可欠である。しか
し、高温融体の熱物性値の測定は極めて難しいため、数値シミュ
レーションに必要なデータベースの充実が求められていた。科学技

術振興機構（JST）の研究成果展開事業（先端計測分析技術・
機器開発プログラム）「機器開発タイプ」で開発された『超高温熱
物性計測システム』（Properties and Simulations Probed with 
Electromagnetic Containerless Technique、PROSPECT、図
1）は、高温融体を静磁場の中で電磁浮遊させた状態で、その熱物
性値を高精度に測定できる世界初の装置である。

　エネルギー産業（原子炉・核融合炉用材料、発電用タービン材料
の開発）、航空宇宙産業（ロケット・航空機用エンジンおよび構成部
材の開発）、半導体・素材産業（結晶成長、鋳造、凝固、溶接などの
プロセス開発）、ならびに、大学などの研究機関からのニーズが期待

され、溶融Feの熱伝導率測定 （図2）を始め、シリコン、ステンレス
鋼などの高温融体の熱物性測定に利用されている。さらに、産業総
合技術研究所（AIST）の「分散型熱物性データベース」と連携して、
日本国内における高温融体の熱物性データの拡充を図っている。

　本計測システムは、電磁浮遊装置、超電導磁石、高速度カメ
ラ、周期加熱用レーザー、バックライト用レーザー、放射温度計、
排気系およびガス系からなるハードウェアと支援アプリケーションソ
フトウェアから構成される。また、①電磁浮遊法により試料融体を
浮遊保持するため、容器からの試料汚染を回避でき、②浮遊保

持によって過冷却状態が容易に得られるため、広い温度範囲での
物性測定が可能であり、③静磁場を印加することによって融体内
の対流を抑制し、真の熱伝導率測定が可能であり、④ 種々の物
性計測と計測支援シミュレーションを一つのソフトウェア上で行え
る、という特徴を有している。

　現在、熱物性計測に関心のある企業や大学の研究・開発者を対
象に、本計測システムの活用を募っている。広く外部利用を促すこと
によって、高温融体の熱物性を誰でも高精度に測定することが可能

となり、材料プロセスおよび融体の物性物理の発展に大きく貢献で
きるものと期待している。本計測システムに興味のある方は、ホーム
ページ（http：//www.prospect-fw-tohoku.com/）をご覧ください。

図1  『超高温熱物性計測システム』の概観 図2  溶融鉄の熱伝導率kの温度依存性

は じ め に

具体的なニーズ（あるいは活用事例）

装置・技術の特徴

共用の状況・今後の展開など

〒980-8577　宮城県仙台市青葉区片平2-1-1　TEL. 022-217-5151
E-mail. ohtsuka@tagen.tohoku.ac.jp

東北大学  多元物質科学研究所  准教授　大塚  誠

Development of High-Temperature Thermophysical Properties Measurement System Using 
Electromagnetic Levitation Technique

電磁浮遊技術による
超高温熱物性計測システムの開発

講 演 者

問い合わせ先
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　タンパク質や脂質に共有結合している糖鎖は細胞の分化、臓
器形成、老化、免疫さらに疾患（病態）を含む様々なプロセスにお
いて重要な役割を担っている。それら糖鎖の構造は疾患（病態）
を含む多くの環境要因によって敏感に影響される。タンパク質マー
カーとの大きな違いは「その構造自体が短時間のうちに変化する
こと」、つまり「同じ糖タンパク質であっても修飾される糖鎖構造に
違いがある」ということである。このように変化の顕著なバイオマー

カーとして糖鎖は確かに有望である。「いつ、どこで、どのように」
糖鎖構造が変化したのかをプロファイルすれば極めて感度の良い
バイオマーカーを発見できることが期待される。血清中の主要な糖
タンパク質由来のN －グリカンプロファイルから多くの疾患の早期
発見や病態観察、予後の予測などが可能となることが指摘される
に至り、臨床の現場でも導入可能な「実用的な全自動糖鎖解析
システム」に対するニーズが高まってきた。

　我々は「グライコブロッティング（Glycoblotting）法」という新
技術を開発した。この方法は多くの生体分子のうち、分子内に
アルデヒド基（= ヘミアセタール基）を持つのはほぼ遊離の糖鎖
だけなので、生体試料中のアルデヒド化合物群を選択的に捕捉
することで糖鎖のみが特異的に回収できるという単純な原理に
基づいている。この新技術は既に抗体を含むバイオ医薬品の品
質管理、特に糖鎖部位の構造解析とプロファイリングに威力を
発揮している。最近、この方法論の応用により世界初の全自動
糖鎖解析装置が実現した。これまでに、血清や尿、培養細胞な
どを用いる大規模高速糖鎖解析が初めて可能となり、一度に数

十人分の血清を用いた糖鎖発現プロファイルが半日程度で達成
できる前処理ロボット” SweetBlot ™”が実用化されている（JST
先端機器開発プログラム「疾患早期診断のための糖鎖自動分
析装置開発」）。また、この前処理から質量分析までの工程を全
自動で行う第 2 世代の全自動糖鎖解析装置も試作機が完成し
ている（JSTプロトタイプ実証・実用化プログラム「全自動糖鎖
プロファイル解析診断システムの開発」）。この一体型全自動糖
鎖解析装置ではヒト血清約 10マイクロリットルを96 穴プレートに
セットすれば主要な糖鎖の定量的質量分析スペクトルデータ取
得までを全自動で行える。

　既に北海道大学医学部付属病院、札幌医科大学付属病院、
弘前大学医学部付属病院、岡山大学医学部付属病院、慶応
大学医学部付属病院、昭和大学医学部付属横浜病院をはじめ
国内の医療施設・研究機関等からの様々なサンプルを用いた

パイロットスタディーがほぼ終了し、バイオマーカー探索やヒト血
清糖鎖データベース構築の実現へ向けた新たな協力体制や効
果的な取り組みについての議論が進められている。

「参考文献」Nishimura, S. –I. “Toward automated glycan analysis” Adv. Carbohydr. Chem. Biochem.  65, 211-264 （2011）.
西村紳一郎、「全自動糖鎖解析システムの開発」、医療と臨床検査機器・試薬、34 巻、53-60、2011

背  景

具体的なニーズとブレークスルー、新技術の特徴

共用の現状と今後の展開

〒001-0021　札幌市北区北21条西11丁目 次世代ポストゲノム研究棟　TEL. 011-706-9043
E-mail. shin@sci.hokudai.ac.jp

北海道大学大学院  先端生命科学研究院  教授　西村  紳一郎

Development and clinical application of fully automated glycan analytical system

全自動糖鎖解析システムの開発と臨床応用

講 演 者

問い合わせ先
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　顕微質量分析装置は、顕微鏡で観察した試料に含まれる各
分子の種類や分布を明らかにする装置である。試料中の分子は
MALDI（matrix-assisted laser desorption/ionization）と
いう手法によりイオン化され、質量分析計によって重さとして計
測される。この測定手法により組織上をスキャンし、1 つのデータ

セットとして格納する。データセットから任意のシグナルを選び出
し、専用のソフトウェアを用いて測定点間における相対強度を計
算することにより、分子が分布する位置情報と量を二次元マップ
として可視化することができる。

　本装置は、病変部位において特異的に増減する分子を可視
化し、疾患発生や老化のメカニズムなどの解明を目指すという医
学的ニーズから発案された。医学以外にも農学、薬学、工学へ
の応用が実証されてきている。農学においては、コメに含まれる
脂質の分布だけでなく、多段階質量分析によって脂質の脂肪酸

組成を明らかにした。薬学では、モデルマウスに投与した薬物の
分布を高解像度で可視化し、薬剤開発に有用であることを示し
た。また工学においては、ゴム製品の製造工程における材料混
合の不均一性を明らかにした。

　MALDI 法をベースとした本装置では、イオン化にマトリクスと呼
ばれる有機化合物を試料上に均一に塗布する必要がある。我々
が製作した蒸着装置では自動かつ迅速に微小なマトリクス結晶を
塗布し、測定間の誤差を少なくすることが可能である。イメージン
グ解像度に大きな影響を及ぼすレーザー径は、現在までに5μm

への収束を達成している。レーザー照射によりイオン化した分子
はイオントラップにより捕獲されるため、精密な質量を測定するこ
とが可能である。またイオントラップ内で特定のイオンだけを捕獲
し、断片化させる多段階質量分析により、分子構造の解析が可
能である。

　「開発成果の活用・普及促進」の支援を頂き、一般研究・開
発者を対象として、本装置の活用を募ってきた。これまでに多数
のユーザーに活用していただいており、我々が想定していた以上
に複雑かつ広範な解析分野に対して顕微質量分析装置が利用

可能であることが分かった。今後も多くの方々に利用して頂き、
顕微質量分析装置による解析の可能性を広げるとともに、わが
国の科学技術の発展に貢献できれば幸いである。

〒431-3192　静岡県浜松市東区半田山1-20-1　TEL. 053-435-2085
E-mail. thaya@hama-med.ac.jp

浜松医科大学  医学部  特任助教　早坂  孝宏

Development of Mass Microscope

顕微質量分析装置の開発

講 演 者

問い合わせ先

は じ め に
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　これまでNMRは、バイオサイエンスや化学、材料科学の分野
で、原子分解能での機能構造・解析で大きな役割を果たしてきた。
研究の高度化とともに、さらに大きく複雑な生体分子や界面で働く
原子・分子など、より少ない量の対象をより正確に構造・機能を

解析することが求められている。これに応えるためには、NMR 感
度を高めることが必要である。そこで、私たちは、高分解能固体
NMRの感度を600 倍向上させる高磁場動的核分極法（DNP）
装置を、主に先端計測分析技術・機器開発事業の下で開発した。

　NMR の感度が低いために応用できなかった系に、本装置で
初めてNMR 解析が可能になる。具体的には、試料内で分子数
や原子数が少なくなる巨大な生体分子複合体の局所的活性部
位の機能と構造解析、細胞内の環境での分子構造解析、表面・
界面にある分子・原子の構造や状態、ナノグラムでの非結晶状

態の分子の立体構造解析などが可能になる。このような解析は
生命科学や材料科学、ナノサイエンス等で課題になっている。ま
た、テラヘルツ波 DNP-NMR 装置の将来性に興味がある分析
機器企業などは、その装置利用法や改善に関して利用できる。

　この高磁場 DNP-NMR 装置は、次の世界最高の性能を持
つ。1）DNP 高感度化法としては分解能も最大になる世界最高
クラスの磁場強度（14.1T）で実現している。2）DNPと組み合
わせたマジック角試料回転を世界最低温度（30K）で行い、熱平
衡磁気分極の増大、DNP 分極移動効率の向上、熱ノイズの低

減を計っている。3）DNP 条件最適化のため周波数可変ジャイロ
トロンを用いている。これに対し、世界の既存の DNP 装置では
90Kの温度と9.4Tの静磁場強度で、周波数固定ジャイロトロン
を用いている。これらのことから、本装置は感度等において高磁
場で世界最高の性能を持つと言える。

　化学や生命科学、ナノサイエンス、材料科学等の大学・公立
研究機関の学術研究や産業界のNMR 応用研究者・分析担当
者が利用することが期待されており、その利用が進んでいる。全利

用可能時間の約50%を開放している。現在は13C-NMR測定は、
90Kでのみ可能であるが、今後 30Kの低温でも可能にし、感度
を向上させ用途を広げる予定である。

〒565-0871　大阪府吹田市山田丘3-2　TEL. 06-6879-8597
E-mail. tfjwr@protein.osaka-u.ac.jp

大阪大学  蛋白質研究所  教授   藤原  敏道
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　X線透視画像は医療や非破壊検査などに広く用いられている。た
だし、その画像コントラストは被写体におけるX線吸収の大小に依存
しているため、X線吸収能が小さい軽元素からなる物質、すなわち、
生体軟組織や高分子材料などは不得意な対象となっている。X線位

相イメージングは、画像形成の原理自体をこれまでとは異にしてこの欠
点を克服する方法であり、最近実験室X線源を用いての実用装置
構成が可能となってきた。これまでこの技術による医用機器開発を先
行させてきたが、さらに非破壊検査に普及させることを目的としている。

　X線検査は、工業製品（材料、デバイス）、農水産物、あるいはセ
キュリティ検査など、幅広く使われている。ただし、従来のX線装置
では検出・判断が難しい対象（欠陥、異物・不純物、品質など）に
対応するより高度な技術が求められていることも事実である。ラボで
の精密検査に限らず、生産ラインに組み込んでの使用が望まれる。

　我々は、当研究室で開発した位相敏感高感度 X 線画像撮影装
置のプロトタイプ 1 号機を、非破壊検査への応用に興味を持つ企
業の予備実験のために供しており、これまで、高分子系複合材料、
デバイス、軽金属材料、畜産品、農産品、加工食品などを対象に
撮影能の検討が行われてきている。

　本装置は、X 線 Talbot 干渉計あるいはX 線 Talbot-Lau 干渉
計と呼ばれるX 線透過格子を複数枚並べる構成を有している（図
1）。被写体をX 線が透過する際の強度減衰を捉えるのが従来の
X 線透視画像であるが、この装置では、被写体におけるX 線の僅
かな屈折を捉えるものであり、これにより高感度化が可能となって
いる。また、デジタル画像計測技術に基盤を置いており、定量性に
も優れている。高感度のX線CT（断層撮影）も可能である。また、
極小角X 線散乱に基づく信号も同時に画像化でき、システムの空
間分解能では解像できない小さい構造体の分布（個々の構造では
ない）を可視化することもできる。図 2はぶどうを撮影した結果であ
る。一回の撮影で、吸収像（従来画像相当）、微分位相像（屈折
画像）、visibility 像（散乱画像）が3 点セットで出力される。

　本共用プログラムは、平成 24 年 1月より運用を始めている。専
用ホームページで実験課題申請を受け付け、実験に装置を供して
いる。1 〜 3月の間に、6 件の申請を受け付け、合計 27日間の

共用実験が行われた。X 線格子の整備や新 X 線源の導入も検討
しており、より充実した共用を推進するとともに、自社における非
破壊検査装置開発のだめの指導・協力も行う。

図2
本手法で撮影したぶどう。
吸収像（左）、微分位相像

（中）、visibility像（右）

図1　本装置の構成（Talbot 構成および Talbot-Lau 構成）と装置写真

〒980-8577　仙台市青葉区片平2-1-1　TEL. 022-217-5388
E-mail. momose@tagen.tohoku.ac.jp

東北大学  多元物質科学研究所  教授　百生  敦

Applications of highly sensitive X-ray phase imaging to non-destructive testing.
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　世界で初めて月よりも遠方の天体に着陸して試料採取に成功
し、試料を無事地球に届けた小惑星探査機「はやぶさ」の採取
試料の分析が始まりつつある。イトカワ試料は大きさ100µm 以
下の微粒子であり、大部分が 10µmより小さい粒子よりなる。こ
のような微粒子からイトカワの形成史を解析し、それを太陽系の起
源と進化の研究に発展させるためには、質量分析法の適用が不
可欠である、なぜならば、元素の起源や形成年代を決定するには
元素組成の決定と同時に同位体比の決定をしなければならない

からである。しかしながら、従来の質量分析法では、空間分解能
と検出感度においてイトカワ微粒子を分析することが難しく（でき
たとしても最大級のイトカワ微粒子に限られ）、これらの性能につ
いて飛躍的に向上させた新しい分析法の開発が急務であった。
そこで、我々は二次中性子質量分析法（SNMS）を応用した、
超高感度極微量質量分析システムを開発してきた。本講演では
LIMASの開発状況を報告し、その特徴を用いた今後の展開につ
いて報告する。

　探査衛星が持ち帰った惑星上の物質や宇宙塵などに代表され
る、その量が極めて限られた貴重なサンプルを分析するために、ポ
ストイオン化や高速の質量分析として新しい手法を導入することに
よる、より高感度化が要求されている。本装置により、はやぶさ採

取試料を含む宇宙試料の全元素分析や年代測定を可能とし、世
界の宇宙科学の最先端分析を先導することを目標とする。また、
将来的には生命科学分野、材料科学分野等における新しいナノ
スケール分析として活用されることが期待される。

　LIMASは様々な要素技術を組み合わせた装置（図 1、2）であ
り、10nm 程度のイメージ空間分解能、100,000を超える質量
分解能を達成している。そして非共鳴多光子イオン化技術により、 

He、Ne 等のイオン化ポテンシャルの大きな元素も分析可能に
なった。これらの性能により極微小領域における全元素の超高感
度同位体イメージングを実現できる。

　現在、宇宙化学分野ににおいて供用が開始されている。現在、宇
宙物質において太陽風により打ち込まれたHe同位体のその場分析
を実施中である。また、この分析の成功後は隕石中に残されている太
陽系形成以前に生成されたナノサイズの微粒子（プレソーラー粒子）

の年代決定をし、銀河の物質循環という新しい学問分野の開拓を目
指す。これらのノウハウを応用し、数年後には同位体を指標とした無機
物質、有機物質、生体物質における3次元の同位体や微量元素の
分布と動態を可視化する最先端解析手段としての応用が期待される。

図1　全体写真 図2　模式図

〒001-0021　札幌市北区北21条西10丁目　TEL. 011-706-9172
E-mail. ebashin@ep.sci.hokudai.ac.jp
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