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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2013

「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

10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25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
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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
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。

●国の政策課題に対応した「重点開発領域」を設定。平成25
年度は「ライフイノベーション領域」を新設。平成24年度に
設置した「グリーンイノベーション領域」「放射線計測領域」と
併せ、重点的に開発を推進。
●重点開発領域以外に、領域を特に定めない「一般領域」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」「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領域総括／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。

各
種
基
礎
研
究　

等

要素技術（最長4年）

重点開発領域「放射線計測」

重点開発領域「グリーンイノベーション」

重点開発領域「ライフイノベーション」

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

機器開発（最長6年） 実証・実用化（最長3年）
※マッチングファンド

ソフトウェア開発（最長3年）

開発成果の活用・普及促進（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

●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

●既知あるいは未知のマーカーや症状の測定について医
療現場のニーズを把握し患者の負担軽減、医療費削減等
への貢献が期待できる診断技術・機器・システムを開発

●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）

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）

瀬藤　光利（浜松医科大学医学部解剖学教授）

病理組織を観察しながら
その場で原因物質を明らかに

サブリーダー

チームリーダー

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）

西村紳一郎（北海道大学大学院先端生命科学研究院教授）

生体内の微量の糖鎖分析で
病気の早期診断が可能に

サブリーダー

チームリーダー

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）

安野　嘉晃（筑波大学大学院数理物理科学研究科助教）

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

サブリーダー

チームリーダー

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）

荒木令江（熊本大学大学院医学薬学研究部（医学部） 准教授）

非専門家でも測定可能で、
従来の測定時間を大幅に短縮

サブリーダー

チームリーダー

   ◎ 成　果　事　例 ◎



      スケジュール
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時　間 講　演　演　題 講　演　者 掲載ページ

10：00

～

10：10
開会挨拶

10：10

～

10：30

HiCEP技術にとっての活用・普及促進の
意義

メッセンジャー・スケープ（株）

湯野川　春信 4

10：30

～

10：50
SOI X線イメージ装置の活用・普及促進

高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

新井　康夫 5

10：50

～

11：10

生物発光リアルタイム測定解析システムの
開発と活用・普及促進

名古屋大学　遺伝子実験施設

小内　清、石浦　正寛 6

11：10

～

11：30
SPM装置シミュレータの活用・普及促進

アドバンストアルゴリズム＆システムズ

柿沼   良輔、吾妻   広夫 7

11：30

～

11：50

CO₂濃度空間分布測定ライダー装置の
活用・普及促進

首都大学東京大学院
システムデザイン研究科

柴田　泰邦 8

11：50

～

12：10

トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの
活用・普及促進

大阪大学大学院　情報科学研究科

御堂　義博 9

先端計測分析技術・機器開発プログラム

「開発成果の活用・普及促進」
開催日時　平成25年9月5日（木）10：00～12：10
開催場所　幕張メッセ国際展示場　国際会議室



      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
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HiCEP技術にとっての活用・普及促進の意義
The meaning of JST SENTAN project for HiCEP technology

〒164‒0011東京都中野区中央3‒13‒11 MGビル508　TEL. 03‒6908‒6757
E-mail. haru-y@mscape.co.jp

メッセンジャー・スケープ株式会社　湯野川　春信

　HiCEP法は、（独）放射線医学総合研究所で開発された網羅的
発現解析法で、DNAマイクロアレイや次世代シーケンサによる網
羅的発現解析法と比較しても、確実で信頼性の高い候補を提示す
ることができる非常に高性能な手法です。しかしながら、高性能で
あっても、一気に普及するというわけではありませんでした。
　2000年に特許申請を行い、2002年にHiCEP法の普及を目的
に、メッセンジャー・スケープ株式会社を設立しました。2005年
よりJSTの先端計測の支援を受け、機器・キットの開発を行ってい
ます。

　我々は、機器開発と同時に進めていたベンチャーの普及活動に
より、“HiCEPのビジネス”を行うという点から考えても潜在的能力
の大きを確信できたのですが、ビジネスを成功させるには“HiCEP
市場”を創出する必要があることもわかりました。
　その際に、特に重要なのは、“実績”です。手法の拡大には、“実
績”と“資金調達“の矛盾を克服することが重要で、「開発成果の活
用・普及促進事業」はHiCEP普及にとって大きな意義があると考え
ております。

　バイオテクノロジー（生物技術）の適用範囲は広く、生物学の基
礎研究だけではなく、実用的な領域として、医療はもとより、食、農、
水、畜、林、花、バイオ燃料、バイオ材料、培養生産等々、人々
の生活に密接に関係した大きな産業領域です。これまでのバイオ
テクノロジーは、情報が豊富なヒトやマウス等のモデル生物で利用

される手法が多く、実際に産業に使われる実用生物を直接網羅的
に研究することは困難でした。また、産業で課題となる生物の反
応や特徴は、微小な場合が多く、微妙な違いを検出する手法が必
要で、実用生物の研究では、生物種や株に依存しない、高性能な
網羅的解析手法が望まれていました。

　HiCEP法は、極低発現の転写物の増減も定量的に検出すること
ができ、正確な発現プロファイルを得ることができる高性能な手法
で、検出限界を気にすることなく、得たい候補遺伝子を検出するこ
とができる解析対象サンプルを選ぶことがきます。また、HiCEP

法は、プロファイルを得るのに配列情報を必要とせず、どのような
生物にも適用できるため、実用生物の課題を実用生物の通常に利
用している条件で、直接研究することができます。

　我々は、本事業を広い適用範囲での“実績”の蓄積と公開を短期
に実施することを目的として活動を開始しています。2012年度は、
下期からの開始で、学会展示・企業セミナーによる告知13回を行い、
外部利用2件、内部利用1件を実施しました。また、2013年度は、
2回の企業展示を行い、申込者3件（1件実施）、申込み予定者9
研究室を確保して、実施に向けて調整を行っております。本事業と
しては、今後も申込み予定者を確保して、事業期間内に、医療分

野を含めて、広く生物産業全体での適用実績を作っていきたいと
完あげております。
　また、本事業で実施された研究室への今後の継続的HiCEP利
用を考慮し、JSTのサポートで開発しましたキットの試験的製品提
供を開始する予定です。JSTの開放利用とキットの試験販売のタ
イアップにより、長年の目標であった“HiCEP市場”創出を実現し、
さらなる普及と活用を実現したいと考えております。

講  演  者

問い合わせ先
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SOI X線イメージ装置の活用・普及促進
Development of SOI X-ray Imaging Detector

〒305‒0801　茨城県つくば市大穂1‒1　TEL. 029‒879‒6211
E-mail. yasuo.arai@kek.jp

高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所　新井　康夫

　本検出装置は、平成19～23年に先端計測分析技術・機器開
発事業（要素技術開発）「SOI技術による時間・空間X線イメージセ
ンサ」として開発されたもので、図1に示すように、2層のSi層を
張り合わせたSilicon-On-Insulator（SOI）ウエハーを元に、放射
線センサーと読み出しエレクトロニクスを一体化させたイメージセン
サーで、半導体微細加工を使って製造できることから高い分解能
や高速な読み出しを実現することが出来る。
　また用途に応じて、高精細なもの（～8um画素）からメモリや
カウンタを内蔵した高機能なものまで、様々なものが開発されて
いる。

　現在及び想定される利用者は、アカデミックな分野ではX線回折、
放射光、X線天文、プラズマ物理等の研究者があげられる。また、
医学・生物分野への応用も期待されている。この他産業応用とし
ては、X線異物検査装置への応用が進められている。

　専用の読み出しボードが用意されており、データはEthernetにより自動的に転送されるので、電源とPC 1台で簡単にデータ取得を行う
事が出来る。最新のものでは43万画素センサーに対して、最大70フレーム／秒程度の画像取得が可能となっている。

　センサー及び読み出しボードは複数台用意されており、希望により貸し出しを行っている。あるいはサンプルを持ち込んでの測定にも応じ
ている。また、場合によっては新たなセンサー開発にも対応する予定である。

図1　SOI検出器の断面構造。

図2　血管拡張用ステントと注射針のX線像。

講  演  者

問い合わせ先
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講  演  者

問い合わせ先

生物発光リアルタイム測定解析システムの
開発と活用・普及促進
Development of the system for real-time monitoring of bioluminescence.

〒464‒8602　名古屋市千種区不老町　TEL. 052‒789‒4527
E-mail. onai@gene.nagoya-u.ac.jp、ishiura@gene.nagoya-u.ac.jp

国立大学法人名古屋大学 遺伝子実験施設　小内　清（研究員）、石浦　正寛（研究員・名誉教授）

　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。細胞内の遺伝子発現は外部刺激や時刻などの要
因で変動するので、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ために重要です。「生物発光リアルタイム
測定法」は遺伝子発現を”生物発光”として生きたままの細胞で連続
的に自動測定する強力な手法であり、極めて高い感度・精度・時
間分解能で詳細にリアルタイム解析することができます。また、自
動化や大規模化が可能です。我々は、誰もが容易に「生物発光リ

アルタイム測定法」を活用できる測定装置とソフトウェア（生物発光
リアルタイム測定解析システム）をJST先端計測分析技術・機器開
発プログラムの「機器開発タイプ」および「ソフトウェア開発タイプ」
で開発してきました。さらに、成果品の幾つかを実用化（市販化）し
て（「高感度生物発光測定装置CLシリーズ」や前処理装置「アクア
シード」など）、既に一般ユーザに購入・活用して頂いています。

　高等植物や藻類におけるバイオマス増産、物質輸送体、生物
時計などの研究で、既に多くの成果を上げています。例えば、植
物種子の油脂生産性を増大させる新規遺伝子の発見に大いに貢献
しました。また、ほ乳類細胞の分化シグナル、農作物のストレス

耐性や耐病性などの広範囲な研究分野で活用されています。さら
に、細胞内のタンパク質レベルの秒単位の変化をリアルタイム測
定するなどの、遺伝子発現の測定以外の新たな用途でも活用され
ています。

　「生物発光リアルタイム測定解析システム」は測定解析をシステ
マチックに実施できます。中核となるのは、下記の3つの装置と測
定解析ソフトウェアです： 「ハイスループット生物発光測定装置」（一
度の実験で2万試料の自動測定が可能）、「高感度生物発光測定装

置」（従来の高感度測定装置の10倍の高感度、一般的なルミノメー
ターの500倍以上の高感度を実現）、「自動試料調製装置」（大規
模測定に供する大量の生物試料の前処理を自動化）。

　昨年度から名古屋大学において、プロトタイプ機や実用化品の
開放・共用を開始し、稼働実績が218%でした（開発成果品のい
ずれかが稼働している日を稼働日と定義）。また、名古屋大学で成
果品を活用したユーザの中から、実用化品を購入したユーザも現
れています。

　今後も共用・開放を進めて、活用実績の蓄積と普及促進を推進
します。また、ユーザからのフィードバックに基づき、成果品の実
用化、既に実用化した製品の改良、新製品の開発も同時に進めて
行きます。

      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
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講  演  者

問い合わせ先

SPM装置シミュレータの活用・普及促進
Promotion of Scanning Probe Microscope (SPM) Simulator

〒150‒0013　東京都渋谷区恵比寿1‒13‒6 恵比寿ISビル7F　TEL. 03‒3447‒5501
E-mail. kakinuma@aas-ri.co.jp

株式会社アドバンストアルゴリズムシステムズ　柿沼　良輔、吾妻　広夫

　走査プローブ顕微鏡（SPM）は無機結晶表面、半導体微細構
造、有機分子、タンパク質分子、DNAなど物質の微細スケール
での形状や物性を計測し、機能開発を導く実験手法である。弊

社ではSPM像の解析シミュレータを開発し、SPMで得られた実
験画像と計算画像との比較機能を備え、SPM理論の非専門家の
方にも手軽に使えるよう、現在、機能拡張を行っている。

　SPMシミュレータの主力ソルバーである量子論的SPM像シ
ミュレータを活かすため、シリコン系、タングステン系、白金系、
金系、チタン系、アルミナ系、ルテニウム系の新しい計算パラメー
タファイルを作成している。この機能拡張で、STMの白金やタ
ングステン製探針を用いた実験、チタン、白金、ルテニウム等
の触媒金属表面での化学反応実験、などのシミュレーションが可
能となる。
　また、SPMシミュレータ比較機能を用い、東京大学生産技術
研究所の福谷研究室でシリコン表面AFM観察の画像比較が行わ
れた。この比較によって、実験画像で不鮮明な網目構造が計算
画像で鮮明に表現された。本機能で試料の構造や初期データを

ユーザーが自由に設定し、計算画像と実験画像を直接比べて実
験の考察を行い、新たな着想が得られる。
　SPMシミュレータ活用事例として、神戸大学大学院理学研究
科化学専攻大西・木村研究室の西岡氏らの研究がある。彼らは、
水中のp-ニトロアニリン結晶表面を原子間力顕微鏡で観察し、ニ
トロ基付近に水分子が局在している可能性の高いことを明らかに
した。弊社の「分子動力学AFM像シミュレータ」は測定された一
定周波数シフト形状像の解釈を行う場面で用いられ、形状像変
化の主原因が探針先端の傾きによるという考察に理論的な支持を
与えた。

　本ソフトウェアには、幾何学的高速相互予測AFM像シミュレー
タ（GEO）、連続弾性体AFM像シミュレータ（FEM）、液中ソフト
マテリアルAFM像シミュレータ（LIQ）、原子分子ナノ材料AFM像
シミュレータ（CG/MD）、量子論的SPM像シミュレータ（DFTB）、

そして補助機能として、探針・試料モデリング機能、実験・計算
像比較検証機能を搭載し、統合型GUIを用いて操作できる。

　2011.6 SPMシミュレータ無償供与660本の実績。2013.5からバージョンアップ版無償供与を始め、2014.9まで続ける計画。同時に
バージョンアップ版実技指導セミナーを開き、周知、使用者増加を目指す。
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問い合わせ先

CO₂濃度空間分布測定ライダー装置の
活用・普及促進
Lidar System for Measurements of CO2 Density Profi les

〒191‒0065　東京都日野市旭が丘6‒6　TEL. 042‒585‒8455
E-mail. sibata@tmu.ac.jp

首都大学東京　柴田　泰邦、長澤　親生、阿保　真

　大気中の二酸化炭素（以下CO₂）は最も重要な温暖化気体であ
り、地球温暖化の進行を推定し、また、その対策を考える上で、
大気中の分布と時間変化の実態を十分に把握することが重要で
ある。このためには、CO₂濃度の空間分布を高頻度・広域・高
精度で測定する必要があるが、直接的な測定については、現状
では地上観測がほとんどであり、高度分布の測定が極めて不足
している。

　本装置で得られたCO₂濃度の鉛直プロファイルデータを既存の
CO₂計測手法（フーリエ変換分光装置、サンプリング装置、航空
機観測装置、CO₂ゾンデ）との、較正観測、比較観測、測定方向
の異なる同時観測を行い、得られた比較結果から、鉛直方向のフ
ラックスや水平方向の濃度分布などが推定できる。さらにそれらの

データをシミュレーション結果、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
（GOSAT）の観測データなどと比較し科学的な検討が行われる。
地球規模のCO₂の分布の高精度なデータは、地球規模の効率的な
温暖化対策政策の決定、CO₂排出量取引の適正化など国益への
寄与も期待される。

　CO₂濃度測定ライダーは、世界最高水準の出力、波長安定性
能を持った高繰り返し（500Hz）の1.6μm OPG/OPAレーザー
と、高効率の光検出器（光電子増倍管）を組み合わせたシステ
ムであり、概ね測定可能高度0.5～10km、高度分解能100～
500m、測定時間30分／プロファイル、濃度測定精度3ppm
以下が実現されている。また、このライダー装置は、移動可能
なトレーラに搭載され、電源と駐車スペースがある場所であれ

ば、移動してCO₂濃度測定が
可能な装置となっている。ま
た、スキャンニング機構によ
りCO₂濃度の空間分布観測も
可能となっている。

　はじめにGOSATによる地球規模のCO₂の分布（カラム量）測定
の高精度化に関して、航空機搭載計測装置等との同時観測も含め
て、JAXA及び国立環境研究所に対して、数回の共用を予定して

いる。また、気象研究所、産業技術総合研究所、名古屋大学太
陽地球環境研究所などの既存のCO₂計測手法に対する比較観測等
の共用を計画している。

      はじめに

      具体的なニーズ（あるいは活用事例）
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講  演  者

問い合わせ先

トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの
活用・普及促進
Promotion of the use of electron tomography software

〒565‒0871　大阪府吹田市山田丘2‒1 工学部電気系E6‒312　TEL. 06‒6879‒7813
E-mail. midoh@ist.osaka-u.ac.jp

大阪大学　大学院情報科学研究科　御堂　義博

　ミクロ構造やナノ構造を観察する電子顕微鏡において、その観
察法は2次元像から3次元像に展開しつつあり、生命科学や材料工
学などの研究分野で電子顕微鏡トモグラフィーが活用され始めた。
しかし、ニーズが多い医療や工業の分野で汎用的な電子顕微鏡ト
モグラフィーを実施するためには、画像の撮影から3次元再構成、

可視化までの一連の処理の自動化、省力化、高速化が不可欠であ
る。これらの問題を解決するため、我々は、2次元/3次元像から
の自動輪郭抽出機能や、グラフィカルユーザーインタフェースによ
る簡便な編集機能などを有する立体像可視化ソフトウェアHawkC
を開発してきた。

　本ソフトウェアによる可視化の簡便化・自動化・高速化は、従来
の電子顕微鏡トモグラフィーの応用分野である生命科学、材料科
学の研究をさらに促進することが期待される。また、工業製品や半
導体等の計測・検査分野において、計測対象の極微化や構造の複
雑化に伴って3次元的な寸法計測（体積・表面積・成分混合比など）

の必要性が高まっており、本ソフトウェアの活用が期待できる。さ
らにまた、厳しい条件（雑音・コントラスト等）の電子顕微鏡像に利
用できる本ソフトウェアは、光学顕微鏡や他のCT（コンピュータトモ
グラフィー）システムのデータにも転用が可能である。病理組織検
査や臓器患部の形状検査への応用が期待される。

　本ソフトウェアHawkCによる輪郭抽出作業を図1に示す。電子
顕微鏡トモグラフィー等の複数スライスの画像を読み込み、それら
の画像を一枚ずつ又は一括して、自動輪郭抽出プラグイン（ユー
ザーにより独自アルゴリズムの追加が可能）を用いて輪郭抽出する。
その結果を2Dや3Dのビューアで確認し、必要であれば編集を施

して立体像を完成させる。図2は、HawkCを用いて電子顕微鏡ト
モグラフィーデータの可視化を行った例を示す。さらに、3Dプリン
タを用いて、得られた可視化情報から立体模型を作成する機能を
本プロジェクトにて開発中である。

　現在、電子顕微鏡トモグラフィーを専門とする10名程度の外部
研究者に限定的な開放を行い、フィードバックを反映してソフトウェ
アの改良を図るとともに、平成25年秋の一般公開に向けた準備を
進めている。本ソフトウェアは専用ホームページ（http://hawkc.

dynacom.co.jp/）からダウンロードして利用できる予定である。
半年に一度の割合でチュートリアルや適用事例に関するセミナーを
実施し普及を促進するとともに、ユーザーからの意見をフィードバッ
クしさらなる機能改良を図る。

図1　立体像可視化ソフトウェアHawkCの輪郭抽出作業の流れ
図2　本ソフトウェアを用いた電子顕微鏡トモグラフィー可視化の例
　　　A,B:緑藻、C:ラテックス、D: LSI配線、E:アブラナ、F:神経細胞
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