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科学技術イノベーションを先導する
先端計測分析技術・機器開発

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。

　本成果発表会では、「近い将来、実用化が予定されており、その

機器を利用・評価するユーザーを探している開発課題」に焦点を当て、

合計8課題を厳選してご紹介いたします。

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

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
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memo



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

各
種
基
礎
研
究  

等

各
種
基
礎
研
究  

等
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13：00 開会挨拶

814：10 LCOS-SLMの顕微鏡法への応用
浜松医科大学  メディカルフォトニクス研究センター

光イメージング研究室  教授

寺川  進

513：10 生物発光リアルタイム測定解析システムの開発
中立電機（株） FA事業部バイオ機器課  主幹

中村  隆司

613：30 生細胞内部の温度分布を画像化できる蛍光プローブ
東京大学大学院  薬学系研究科  助教

内山  聖一

713：50 ラベルフリーで単一細胞を分析/分取する
誘電スペクトロサイトメーター

ソニー（株）先端マテリアル研究所
メディカル事業ユニット  医用技術研究部  係長

梅津  友行

1215：40 高速・高分離マルチカラムGCシステムの開発
（株）島津製作所  分析計測事業部

GC・TAビジネスユニット  ビジネスユニット長

上田  雅人

914：30 ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発
関西学院大学  理工学部  教授

尾崎  幸洋

1115：20 Cryocoil MAS ――固体NMRに一つ上の感度を
（株）JEOL RESONANCE  開発グループ  主任

水野  敬

1014：50 熱-熱外中性子用高効率シンチレータ検出器の開発
名古屋大学大学院  工学研究科  准教授

渡辺  賢一

16：00 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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〒470-1101　愛知県豊明市沓掛町小所5　TEL. 0562-93-8185
E-mail. naka609@churitsu.co.jp

中立電機（株） FA事業部バイオ機器課
主幹

中立電機（株） FA事業部  
技監（前取締役事業部長）中村  隆司 白木  央

生物発光リアルタイム測定解析システムの開発

講 演 者 チームリーダー

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　細胞の遺伝子発現は外部刺激や時刻などの様々な要因で変動し
ます。この遺伝子発現の時系列変化を連続的に測定することが、遺
伝子の機能を解明する上で重要です。これまではノザン解析法、RT-
PCR法、ウェスタン解析法などの手法が用いられてきましたが、細胞
を破砕してRNAやタンパク質を抽出する必要があり、同一試料での
遺伝子発現の時系列解析が不可能でした。また、煩雑な試料の前

処理に多大な時間と労力が必要なため、自動化やハイスループット化
が困難でした。「生物発光リアルタイム測定法」は、生きたままの細胞
で遺伝子発現を生物発光として連続測定する手法であり、自動化や
大規模化が可能です。我々は、従来よりも10倍高性能の生物発光
測定装置とそれを誰もが容易に使用することを可能にするソフトウェア
を開発してきました。本発表ではこれらの開発成果をご紹介致します。

　ポストゲノム時代では遺伝子機能の解明や有用遺伝子の探索が重
要な課題です。次世代DNAシーケンサが実用化されたことで、遺伝子
情報が劇的な速度で蓄積しており、飛躍的に処理能力が高く高精度な
遺伝子機能の解析法や有用遺伝子の探索法が求められています。本
成果は、環境や食料、エネルギー、医薬品などに関連する幅広い研究

分野において、遺伝子発現の詳細な解析や、鍵遺伝子の発現パター
ンを指標とした突然変異体（有用生物株）や化合物（有用物質）のスク
リーニングへの応用が期待できます。特に「ハイスループット生物発光
測定装置」は、次世代DNAシーケンサと連携して活用することで、有
用遺伝子の網羅的な高速探索に威力を発揮することが期待できます。

　「高感度生物発光測定装置」（図1; 既に製品化）は、従来の高
感度装置に比べ、ホタルルシフェラーゼ（黄緑色）の生物発光に対
して10倍（汎用な測定装置の500倍）、赤色発光ルシフェラーゼ
の生物発光に対して50倍（汎用な測定装置の1,700倍）の高感
度を達成しました。また、年間20万プレートを処理しても故障しない
高い耐久性も備えています。「ハイスループット生物発光測定装置」

（図2）は、マイクロプレート、シャーレ、試験管、生物個体などの多
種多様な試料に対応しており、96マイクロプレートならば一度の実
験で200枚（19,200試料）、微生物コロニーならば40万コロニー、
大型試験管ならば1,000本（イネの苗が1,000個体）を最短100
分間隔（従来よりも10倍高速）で測定できます。その他の周辺技
術として、生物発光の測定に最適化した「高感度光電子増倍管」と

「USB小型計数器」、生物試料を高速に調製する「自動試料調製
装置」を開発しました。

　生物発光リアルタイム測定法を広く普及させ、幅広い研究分野の様々な応用実績を蓄積することや、「ハイスループット生物発光測定
装置」を製品化すること、開発中の新たなソフトウェアを搭載した製品を実用化することが今後の課題です。

図1　実用化した高感
度生物発光測定装置
CL24-Wの外観

図2 ハイスループット
生物発光測定装置の
外観

An automated system for the real-time monitoring of bioluminescence in vivo .
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〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1　TEL. 03-5841-4768
E-mail. seiichi@mol.f.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院  薬学系研究科  助教   内山  聖一

Fluorescent probe for intracellular temperature mapping

生細胞内部の温度分布を画像化できる
蛍光プローブ

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　生きた細胞の複雑な機能は、細胞温度と密接な関係にあると考
えられている。なぜなら、細胞の内部で起こるさまざまな化学反応
は、その反応場所の温度に影響を受けるためである。実際に、が
ん細胞などの病態細胞は、正常細胞と比較して高温であることが
指摘されており、医学分野においても細胞の温度計測に興味が

持たれてきた。しかしながら、細胞のサイズは数〜数十μmと非常
に小さく、熱電対やサーモグラフィーといった既存の温度計測技術
を利用することは困難であった。今回我々のチームは、新しい温
度計測用蛍光プローブを開発し、生細胞内部の温度分布を画像
化することに初めて成功した。

　色々な種類の細胞の機能や病態化のメカニズムを、細胞内の局所的な温度とその分布から解明を目指す生物学的、医学的基礎研究
に有用である。また、将来的には診断薬としての応用も期待される。

　開発した温度計測用蛍光プローブの構造を図 1に示す。本蛍
光プローブは、温度変化を感知するユニット、細胞内での凝集を防
ぐユニット、蛍光シグナルを発するユニットで構成され、水溶液中
にて温度依存的な蛍光強度および蛍光寿命を示す。この蛍光特
性の変化は温度の変化に敏感で、0.2℃のわずかな温度差を検
出することが可能である。また、本プローブの温度感知能は、pH、
イオン強度など、細胞内部で局所的に変化しうる温度以外の環境

要因には影響を受けない。この蛍光プローブを、ガラス製針を通し
てアフリカミドリザル腎臓由来 COS7 細胞に導入し、蛍光顕微鏡
を用いて観測を行ったところ、蛍光プローブは細胞質や細胞核に
広く分布しており、200 nmの空間分解能をもって温度計測が可
能であった。実際の細胞内温度分布として、細胞核や中心体が
細胞質と比較して温かいこと（図 2）、ミトコンドリアの近くで局所的
に温度が上昇していることなどを捉えることに成功した。

　今回開発したプローブは、現時点の性能をもって製品化・実用
化することが可能である。既に世界各国の研究者から今回開発し
た温度計測用蛍光プローブの提供を要請されており、本開発成果

の広い利用が期待される。現在我々のチームは、より利便性の高
い細胞内温度分布計測法の確立を目指し、細胞内へ注入する操
作を必要としない改良型蛍光プローブの開発に取り組んでいる。

図1　細胞内温度分布計測を可能にする蛍光プローブ
本プローブは、温度変化を感知するNNPAMユニット、細胞内での凝集を防ぐ
SPAユニット、蛍光シグナルを発するDBDユニットで構成され、平均分子量は
約19,300。

図2　生細胞内の温度分布計測
蛍光プローブを導入したCOS7細胞（４個）の蛍光像（左）および蛍光寿命像（右）。
蛍光寿命像では、蛍光寿命の長い（温度が高い）ところを赤く、短い（温度が低い）と
ころを青く示している。矢頭は中心体を表す。蛍光像内の白線は10 μm。
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細胞の大きさと電気特性の分布と対応する細胞像

誘電スペクトロサイトメトリーの原理

はじめに 具体的なニーズ

〒113-8510　東京都文京区湯島1-5-45  東京医科歯科大学内  M&Dタワー20F
TEL. 03-5803-4791　　E-mail. Shinji.Omori@jp.sony.com

Dielectric Spectro-Cytometer： Label Free Analysis and Sorting of Single Cells

ラベルフリーで単一細胞を分析/分取する
誘電スペクトロサイトメーター

問い合わせ先

装置・技術の特徴

今後の課題

　ソニー株式会社と東京医科歯科大学の開発チームは、世界で初
めて細胞一個一個の誘電率スペクトルを分析し、標識物質なしに生
きたままの細胞を識別する技術を開発しました。私たちはこの技術を
使った分析装置を誘電スペクトロサイトメーターと呼んでおります。

　たとえば、iPS細胞等をさまざまな組織や臓器の細胞に変化させ
て利用する研究において、変化しなかった細胞やがん化してしまっ
た細胞を、正常に変化した細胞から選り分けることなどに役立つこ
とを目指しております。

　細胞一個一個の誘電率スペクトルを測定することにより、従来
の測定器で取得可能であった細胞の大きさや密度情報に加えて、
細胞の電気的性質（細胞膜、細胞内部）や形状の情報を得るこ
とができるようになります。しかしながら、多数の細胞を分析するた
めには高速の電気計測が必要であり、かつ細胞を含む液中のイ
オンが測定精度に及ぼす影響が大きく、細胞一個単位での高感

度測定を実現することは従来技術では困難でした。今回、私たち
はこの分析を実現するために、細胞一個に由来する電気信号を
分析できるよう配置に工夫をした電極内蔵のマイクロ流路デバイ
スと、超高速インピーダンス測定器を開発しました。これらにより細
胞一個の測定に必要な千分の1 秒以下の高速測定と、微弱信
号の高感度測定を両立できました。

　現在は、再生医学等の最先端ライフサイエンス研究分野での
応用に不可欠な細胞を分取する技術を開発中です。マイクロ流路
デバイスを流れる細胞を一個ずつ仕分けるための技術と単一細胞

の誘電率スペクトル解析技術を統合することで、標識物質を結合
せず生きたままの細胞分取を目指しております。

ソニー（株）先端マテリアル研究所
メディカル事業ユニット  医用技術研究部  係長

ソニー（株） 先端マテリアル研究所　
メディカル事業ユニット  医用技術研究部  統括課長梅津  友行 大森  真二講 演 者 チームリーダー
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〒431-3192　浜松市東区半田山1-20-1　TEL. 053-435-2324
E-mail. terakawa@hama-med.ac.jp

浜松医科大学  メディカルフォトニクス研究センター  光イメージング研究室  教授   寺川  進 

Brush up of Microscopy with LCOS-Spatial Light Modulator 

LCOS-SLMの顕微鏡法への応用

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　顕微鏡は医学生物学の広範な領域において、基本的な研究
道具となっている。これまでは、固定した形のレンズ、鏡、プリズ
ム、フィルターといった光学素子を軸上に直線的に配置し、その位
置や向きを機械仕掛けで調節し、その機能を発揮してきた。そのた

め、自由度が制限され、多用な用途に応えきれない状況がある。そ
こで、シリコン上液晶配列（LCOS）を用いた空間光変調器（SLM）
を導入して、これまでの光学素子の機能の一部を置き換え、未来
型の全電子制御顕微鏡の開発を目指したい。

　現在の生物学的観察の対象は、生きた動物個体の体内にあ
る細胞に及んでいる。たとえば、腫瘍の転移を研究するには、体
内血管中の腫瘍細胞の振る舞いを見る必要がある。しかし、体内
深部の観察では対物レンズの収差のため、鮮明な画像が得にく
い。標本ごとに異なる収差を、光線の波面を自由に制御すること

で、最小にしたい。また、一点に集束した光線を走査するような照
明では光学的に有利な観察ができるが、点の数を増すことにより、
観察時間を速めたり、感度を上げたりできる。このような多点照明
を作る技術も開発したい。多点からの光信号を選択的に捉える
CMOSカメラも開発し、照明系と組み合わせたい。

　本研究では、顕微鏡の解像度に見合う高分解能の2次元配列
LCOSを光学系の瞳位置に挿入し、瞳面における波面関数を制
御する方法で、対物レンズの球面収差の補正を実現した。LCOS
の波面変調パターンの生成アルゴリズムを最適化し、生きたゼブラ
フィッシュの体内 100μmの深さにおける鮮明な蛍光画像（右図）
が得られた。また、14x14までの2 次元正方配列の照明輝点を
生成し、その各輝点の明るさのばらつきを3% 以内に抑えることに
成功した。これによって、多点からの蛍光相関（FCS）信号を捉え、
また、2 光子励起蛍光を捉えることができた。

　波面制御のためのLCOS-SLMを他の光学素子のように顕微
鏡に容易に取り付けられるように規格化し、実用に供したい。現
在の波面変調量は波長依存的であるため、広い波長範囲での使

用が可能な改善が望ましい。光線の曲げ角が大きい素子も開発
課題である。

LCOS-SLMでのレンズ収差を補正して記録した、ゼブラフィッシュ体内
の血管（緑色）と腫瘍細胞（赤色）の多重共焦点スライス像



9

〒669-1337　兵庫県三田市学園2-1　TEL. 079-565-9052
E-mail. ozaki@kwansei.ac.jp

関西学院大学  理工学部   教授   尾崎  幸洋

Development of Time-Resolved ATR-FUV Spectrometer for Radical Monitoring.

ラジカル測定用時間分解ATR-FUV
分光システムの開発

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　我々は200nm 以下の遠紫外領域では世界で初めてとなる時
間分解分光システムの開発に成功した。この波長領域の分光
測定に減衰全反射法を適用することによって、これまで観測が困
難とされてきた水溶液中のラジカル反応をナノ秒オーダーで時間

分解して追跡できる装置の開発が可能となった。本装置を用い
て、オゾン水をUV 光で励起して発生するラジカル種の過渡吸収
スペクトルの測定を実施した。

　OHラジカル等のラジカル種はその高い酸化力が難分解性有
機物等の分解や洗浄において、利用価値が高いと考えられてい
る。オゾン水やその UV 励起によって得られる促進酸化機能水
は半導体洗浄やホトマスク洗浄の用途などで利用されている。し
かし、その洗浄の実プロセスのインラインでOHラジカル等のラジ

カル種の濃度を測定する手法は確立されていなかった。我々の
開発した分光システムは、分光分析という手法でOHラジカル等
のラジカル種のインライン測定を可能にする装置の開発に必要
不可欠な知見を与えることができる。

　時間分解分光システムは紫外分光法でも用いられる過渡吸収システムを全反射減衰遠紫外分光法に適用して実現した（図 1）。励起
レーザ光の迷光がプローブ光検出を妨げないように工夫している。

　上記のラボ用時間分解分光システムで得られたスペクトル情報
を、実プロセスでモニタするには小型安価で高感度なプロセス用
遠紫外分光装置の実用化が必要である。我々はそのような小型
の分光装置の開発にも着手している。安価なインコヒーレント光

源のパルス化に周波数同期した信号検出を特徴とする小型プロ
セス分光装置を、MEMS（Mechanical Electronic Machining 
System）ミラーを応用して試作中である。MEMS 機構のFUV 分
光への応用も今後多方面への発展が期待できる革新技術である。

図1 完成した時間分解ATR-FUVシステム
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〒464-8603　愛知県名古屋市千種区不老町　TEL. 052-789-4513
E-mail. k-watanabe@nucl.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学大学院  工学研究科  准教授   渡辺  賢一

Development of Highly Effective Scintillation Detector for Thermal and Epi-thermal Neutrons

熱－熱外中性子用高効率シンチレータ検出器の
開発

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　中性子は、ウラン・プルトニウムといった核物質の検知や中性
子回折を用いた新しい材料の構造解析等、幅広い分野で活用さ
れている。しかし、中性子検出媒体のゴールドスタンダードとされて
きた3Heガスが世界的な供給量不足の問題に直面しており、3He
代替中性子検出器の開発が急務とされている。そこで、我々は
3Heに代わる中性子検出器材料としてLiCaAlF6（LiCAF）シンチ
レータに着目し、開発を進めている。このシンチレータの中で、中
性子はLiの中の 6Liという同位体に吸収され、最終的にシンチレー
ション光と呼ばれる光が放出される。この光を検出することで中性
子を検出することができる。図 1にCe：LiCAFシンチレータ中性
子検出器の写真を示す。

　ウラン・プルトニウムといった核物質からは、僅かではあるが中
性子が放出されており、これを検知することで、これら核物質の有
無を検査することができる。このため、中性子検出器は核物質セ
キュリティ上、非常に大きな役割を果たしている。また、非常にエネ
ルギーの低い中性子はX線と同様に回折現象を引き起こす。この

中性子回折では、従来のX 線回折では困難であった軽元素の構
造解析が可能となる。このように、中性子利用の裾野が広がって
いく一方で、これまで中性子検出媒体のゴールドスタンダードであっ
た3Heが不足しており、これに代わる中性子検出器材料の開発
が求められている。

　これまで、中性子シンチレータは3He代替中性子検出器の有
力候補として期待されてきたが、ノイズとなるガンマ線の影響が
問題となっていた。Ce：LiCAFシンチレータは図 2に示すような
信号波形の違いによりガンマ線を除去可能であり、ガンマ線の
影響を抑制することができる。このような特性を持つシンチレータ
は、取り扱いが困難な潮解性を有するシンチレータ結晶を除くと、
Ce：LiCAFが世界初である。
　このようにCe：LiCAFはガンマ線抑制能力という観点で優れてお
り、ガンマ線と中性子での発光量および信号波形の違いを利用する
ことで、3He代替中性子検出器としての要求仕様の目安となるガン
マ線／中性子感度比を10-6 以下に抑えることに成功した。

　実用化に向け、現在、結晶育成工程の最適化を進め、品質・性能の均一性の向上、これらの評価・検証手法の確立を進めている。
また、適用例によっては大面積の中性子検出器が必要となるため、検出器の大型化に向けた検討が必要である。

図1　Ce：LiCaAlF6シンチレータ中性子検出器

図2　Ce：LiCaAlF6シンチレータから得られる信号波形の例
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〒196-8558　東京都昭島市武蔵野3-1-2　TEL. 042-542-2236
E-mail. tmizuno@jeol.co.jp

（株）JEOL RESONANCE  開発グループ  主任　水野  敬

Cryocoil MAS --- Upgrade the sensitivity of solid-state NMR!

Cryocoil MAS ――固体NMRに一つ上の
感度を

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　固体 NMRは、化学分析・材料開発において、非晶質のナノ
構造を解析するツールとして普及してきた。一般にNMR 分光法
は核スピンの磁気モーメントと外部磁場の相互作用という微小な
エネルギーを扱うため、他の分光法に比べて低感度で、試料に
よっては数時間〜数日以上の莫大な測定時間を要することもし
ばしばである。Cryocoil MAS（検出系冷却型 - 固体高分解能
NMRプローブ）は、冷凍機を用いて検出系を極低温下に置き、

その熱雑音を室温の 1/3 以下に低減する効果等により固体高
分解能 NMRプローブの感度を3 倍以上向上させ、測定時間を
従来の 1/10 に短縮する。本装置は、固体 NMR 測定のデータ
量の蓄積速度を速め、研究者の固体 NMRへのアクセシビリティ
を向上し、材料開発研究の質的転換をもたらし、その結果、学
術的に興味深い種々の物質現象の解明に資することが期待さ
れる。

　本装置は、固体 NMRがその有用性を発揮している様々な
非晶質の材料――無機材料、生体高分子、薬剤、電子材
料、合成高分子、有機材料など――のナノ構造解析において、
その興味深い物性を発現している温度（特に室温付近）に応じて測

定感度をベースアップすることができ、従来のニーズに応えることが
できる。さらに、従来の測定が困難だった低感度核種（33Sなど）の
測定ニーズを掘り起こすことも期待されている。

　本装置は、冷凍機を使う以外は、特殊なシステムを必要とせず、
通常の1H-13C二重共鳴固体高分解能NMRプローブと何ら変わる
ところが無い。最大の特徴は検出系から真空断熱された大気圧下

に試料を設置できる性能を有することである。また、固体NMRの多
様なパルスシーケンスに対する汎用性を高めるため、15 kHz以上の
試料回転速度、ms〜100ms の高周波パルス照射を可能にした。

　現在、製品化に向けた課題として、すでに広く
普及している有機固体向けの 1H-13C 二重共鳴
回路と回転速度 18kHz 以上の高速試料回転機
構を伴うプローブを開発中である。さらに今後は、
①幅広い測定ニーズ（特に無機材料）に適用す
るための多核観測が可能なシステム。②コスト
パフォーマンスの良い冷却システム。等々、ユー
ザーの皆様が「固体 NMRの新しいスタンダード」
に立つ後押しを力強く推進したい。

図1（写真）  今回、開発
中の検出系冷却型 -固
体高分解能NMRプロー
ブ 実 験 試 作 機。7T 〜
14Tワイドボアマグネット
に対応する。

図2　検出系冷却型-固体
高分解能NMRプローブ旧プ
ロトタイプ（試作 3 号機）に
おける13C MAS/1Hデカッ
プルNMRスペクトルの感度
比較。試料は有機固体粉末

（アダマンタン）。プローブ検
出系を室温においた時（黒
線）および低温運転時（赤
線 ）で比 較した。3.2 倍の
感度向上率。静磁場 7.05 
Tesla, .13C Larmor 周 波
数 75.8 MHz. 
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〒604-8511　京都市中京区西ノ京桑原町1　TEL. 075-823-1205
E-mail. ma-ueda@shimadzu.co.jp

（株）島津製作所  分析計測事業部　GC・TAビジネスユニット  ビジネスユニット長   上田  雅人

Development of a Multi-column Gas Chromatograph System For High-throughput and High-
separation Analysis

高速・高分離マルチカラムGCシステムの開発

講 演 者

問い合わせ先

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

　ガソリンを始めとする化石燃料の分析では、安定供給のため品
質管理と成分のコントロールが重要であり、現在ではこの厳重な
品質管理によって低燃費が実現され、また有害排出物が抑制され
ることで環境への影響が低減されている。ガスクロマトグラフ（以
下 GC）は石油化学分野での品質管理上必要不可欠な装置であ
り、また石油精製製品の分析とともに発展してきた装置であると

いえる。この石油化学分野において、今後、バイオエタノール等、
代替燃料の多様化や流通の複雑化が進み、管理すべき成分分
析のサンプル数は飛躍的に増大すると考えられる。貴重な資源で
ある化石燃料を有効活用する省エネルギーの観点から、また環境
負荷低減のための品質管理の観点からも、信頼性の高いGCで
より多くのサンプルをより高速に分離することが求められている。

　これら石油製品の品質管理には多成分系の全組成分析と特
定成分の詳細分析の両方が必要であり、単純な分離系で短時間
に分離分析を行うことは難しい。さらにこの品質管理が流通の上
流から下流までの多岐に渡る現場で必要とされることから、コンパク

トかつ低消費電力の装置が求められている。本開発ではこれらの
要求に応えるべく、複雑な組成を持つ石油精製製品の品質維持
管理の効率化に寄与できる、高速・高分離を両立するコンパクト
なGCシステムの実現を目的としている。

　複雑成分の高速・高分離を両立させるため、不要成分は粗分
離のみ行い、必要な成分のみを詳細に分析するスイッチング分析
機能、また分離モードの異なるカラムを並列化して同時分析を行
う機能（マルチカラム・マルチ検出器）を備えた省スペース対応
のマルチカラムGCシステムを開発した。新規に開発したプレート
形状の分離カラムを用いることで、従来 GCではカラムオーブンで
行っていたカラム温調を直接熱伝導で行い、大幅な装置の小型
化が可能となった。また、これにより従来 GCと比較して熱容量が
大幅に低減され、カラム温調の昇降温速度の向上、消費電力量
の低減が達成されている。

　プロトタイプシステムには、独立温調可能な2つのカラムカート
リッジが内蔵され、分離モードの異なるカラムカートリッジを並列ある
いは直列接続することで、高速でかつ高分離なクロマト分析を行う。
　さらに検出器として、汎用検出器であるFID（水素炎イオン化
検出器）に加え、選択性検出器として原子発光検出（AED）の
開発を行った。ラジオ波放電型マイクロプラズマトーチによる原子
発光を分光測定することで、コンパクトなユニットでありつつ、市
販 GC 用 AED（マイクロ波誘導プラズマ使用）に匹敵する感度
を実現している。本 AEDをシステム搭載することで、石油成分中
の硫黄成分、含酸素成分の選択的検出が可能となる。

　現在、石油化学分野のユーザーによる評価を実施しており、先進的なアプリケーションデータを取得することで、実用化に向けた開発を
推進する計画である。
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