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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

わが国の成長を先導する
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

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。

　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 ◎
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時　間 講　演　演　題 講　演　者 掲載ページ

13：00

～

13：10
開会挨拶

13：10

～

13：30
食品放射能検査装置の開発

富士電機（株）

山田　宏治 4

13：30

～

13：50

ハンディタイプCsIスマートベクレルカウン
ターの実用化開発

大阪大学大学院　工学研究科

木村　吉秀 5

13：50

～

14：10
放射能環境標準物質 武蔵大学　

藥袋　佳孝 6

14：10

～

14：30

固体高分子形燃料電池内反応分布可視化
技術

山梨大学　燃料電池研究開発センター

犬飼　潤治 7

14：30

～

14：40
休　　憩

14：40

～

15：00

高スペクトル純度で広帯域に連続波長同調
可能な半導体レーザ光源

スペクトラ・クエスト・ラボ（株）

室　清文 8

15：00

～

15：20

次世代質量イメージングのためのUVマイ
クロチップレーザー

分子科学研究所

平等　拓範 9

15：20

～

15：40

広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素
子の開発

東北大学大学院　工学研究科

須川　成利 10

15：40

～

16：00

精密位置計測・非接触計測を実現する光
コムパルス干渉技術の開発

東京大学大学院　工学系研究科

松本　弘一 11

先端計測分析技術・機器開発プログラム

「わが国の成長を先導する先端計測分析技術・機器開発」
開催日時　平成25年9月5日（木）13：00～16：00
開催場所　幕張メッセ国際展示場　国際会議室

      スケジュール
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講  演  者

問い合わせ先

食品放射能検査装置の開発
Development of radioactivity inspection systems in foodstuffs

〒191‒8502　東京都日野市富士町1番地　TEL. 042‒585‒6024
E-mail. yamada-kouji@fujielectric.co.jp

富士電機株式会社　山田　宏治

　東日本大震災により発生した福島第一原子力発電所の事故を受
け、福島県の農産物への風評被害を防ぐため、一般食品の放射性
セシウム濃度を非破壊で効率良くスクリーニング検査ができる食品
放射能検査システムを開発した。ダンボールや袋入りの測定物を
ベルトコンベアに載せ、サイズ等を入力するだけで簡単にスクリー
ニング検査をすることができる。従来の手法では試料の前処理が

必須であったが、本装置を使用することで非破壊かつ全数全量の
検査に対応することができる。厚生労働省の定める「食品中の放射
性セシウムスクリーニング法」に準拠し、測定下限値25Bq/kg以
下、スクリーニングレベル50Bq/kgで基準値100Bq/kg超えを
99.9％以上の確率で判定することができる。

　食品中に含まれる、放射性セシウムの濃度測定については、安心・
安全確保の面からの需要が高く、操作が簡易で周辺放射線線量に
よる影響を少なくし、高速でスクリーニング測定が可能な装置の実
用化開発・実証試験が喫緊の課題となっている。

　特に、福島県では平成24年度に収穫される県内生産米の全
数・全袋検査が実施されることとなり、高速（250袋／時）で米袋
（30kg袋）のまま測定が可能な米専用測定装置としての実用化開
発を進めた。

　本装置は、5.08cmφ×5.08cmのNaI（Tl）検出器を上側4本、
下側4本の計8本使用し、さらに福島県の高バックグラウンド線量
率環境を考慮してシャドーシールド構造を採用した。
　検出器周辺の5cm厚鉛遮へい体に加え、2cm～3cm厚の門型
鉛遮へい体を本体両側に配置し、バックグラウンド放射線が検出器

へ直接入射することを防いでいる。
　更に米袋に貼り付けられた生産者バーコードを自動で読み込み、
測定結果を2次元バーコードラベラーで自動貼付けする機能も有し
ている。

　米測定専用機についても、検出器駆動機構を備えており、被
測定物の大きさに応じ検出器高さを最適な位置に移動可能となっ
ている。一般食品への展開として被測定物の大きさについて、高
さ10～33cm、 幅25～50cm、 長さ40～100cm、 重さ5～
30kgについて測定可能としソフトウェアのバージョンアップで対応
を行なう。
　現在種々形状の標準線源により、校正・演算実証試験を実施し
ており、米以外の一般食品への展開を行なう予定である。
　魚介類等への展開については、本体装置の防水化、可食部と
非可食部の評価等の課題について、実用化開発期間内には対応
を行ないたい。

      はじめに

      具体的なニーズ

      装置・技術の特徴

      今後の課題
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講  演  者

問い合わせ先

ハンディタイプCsIスマートベクレルカウンターの
実用化開発
Practical use development of handy CsI-Smart Becquerel Counter

〒565‒0871　吹田市山田丘2-1　TEL. 06‒6879‒7841
E-mail. kimura@mls.eng.osaka-u.ac.jp

大阪大学大学院工学研究科　生命先端工学専攻　木村　吉秀

　世界的なエネルギー需要の増大に伴って、原子力発電所が数
多く建設されてきたが、東日本大震災に伴う福島第一原発事故
や過去のチェルノブイリ事故、さらには核実験等により、放射能
の危険性が増大している。特に福島の事故では大量の放射性物

質が排出されたことから、住民の安全と健康を守るために、身の
回りの放射線や食品、土壌などの放射能を、簡便で正確にかつ
安価な装置で測れるようにすることが必要である。

　現在市販されている放射能濃度測定器のほとんどは重く（50kg
以上）、高価で（100万円以上）、操作を含めると、住民が簡単に
測ることが出来ないという問題がある。そこで、小型、軽量、低

コスト、短時間計測、核種分離が可能であり、放射線量と放射能
の両方を同一機器で計測できるような計測器が求められている。

　ハンディタイプスマートベクレルカウンター（H-SBC）は、CsI
（Tl）結晶を用いたシンチレーションカウンタ方式を採用している。
この計測原理は、図1に示すように、結晶に入射したγ線により励
起された電子がバンドギャップ内の不純物（Tl）準位から基底準位
に遷移する際に蛍光を発し、その光信号をパルス電流の信号とし
て取り出し、波高分析を行うことで、放射能の核種と量を出力す
る方法である。熱ノイズには鈍感であり冷却等をする必要がないた
め、小型・軽量化に向いている。光検出デバイスにはフォトダイオー
ド（PD）を用いており、半導体であるPDは小型化に適している。

CsI（Tl）は潮解性がなく、PDの波長感度に適したシンチレーショ
ン光を発するため、CsI（Tl）とPDの組み合わせは、高感度で小型・
軽量化が期待できる。高感度を維持しつつエネルギー分解能を向
上させるために、結晶のサイズや配置など新構造の採用、処理回
路の改良、外部影響の低減、解析手法の改良などを行い、図2
に示すように、134Csと¹³⁷Csの核種分離を可能にしている。また、
Pb遮蔽容器の最適設計を行うことで、軽量化と放射線量、放射
能の計測機能の切り替えを可能にしている。

　現状では積み上げコストが大きくなっており、量産機を目指すにあたって、より高コストパフォーマンスを実現すべくシステム全体の最適設
計を行う必要がある。

図1　シンチレーションカウンタの原理 図2　スペクトルデータ

      はじめに

      具体的なニーズ

      装置・技術の特徴

      今後の課題
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講  演  者

問い合わせ先

放射能環境標準物質
Certifi ed reference materials for determination of environmental radioactivity

〒176‒8534　東京都練馬区豊玉上1‒26‒1　TEL. 03‒5984‒3845
E-mail. minai@cc.musashi.ac.jp

武蔵大学　藥袋　佳孝

　食の安全を保ちつつ、福島県等の被災地で収穫された農作物へ
の風評被害を防ぐには、放射能の正確な分析が必要である。認証
値付きの標準物質の開発は放射能の分析値の信頼性を確保する根
源的な要素を構成するものである。当チームでは、玄米（粒状）、

牛肉（フレーク状）、大豆（粉末）について、放射性セシウム等のγ
線放出核種の認証値を付した標準物質を開発した。これらの標準
物質は日本分析化学会より順次頒布を行っている。

　農作物などの環境放射能分析の現場で分析機器ユーザーが分析
値の信頼性を検証するために使用する。周辺環境からのバックグラ
ウンド放射線の線量、遮へい体の性能、試料の形状や組成、放射
線測定装置の特性は分析現場によって異なるので、適切な補正が
必要である。補正方法の妥当性の検証には、放射性核種の存在形
態を含めて実試料と同等の標準物質の分析が必要である。分析機

器の開発やメンテナンスの際に共通試料として利用することで、分
析手法の例示や機器の性能を評価する際にも使用されている。分
析値の信頼性を分析機器ユーザーや一般の方に述べる際には、実
試料と同等の標準物質の分析結果を示すことは、最も明確な方法
である。

　標準物質の開発に当たっては、IAEA（国際原子力機関）発行の
放射能標準物質の調製過程などを精査し、国際基準に即した標準
物質を作製した。分析現場で独自の測定容器に詰め替える場合も
想定して、一般的なU-8容器程度のサイズの他に、大容量の標準
物質も調製した。放射能濃度は食品の基準値とされる100Bq/kg
前後とした。均質性、保存性の向上にも配慮した。

　放射性核種の存在形態は実試料と同等であり、精米などの食品
流通時の作業工程や分析操作における放射性核種の挙動の把握に
も利用可能である。また、化学操作を伴う分析操作の妥当性の検
証にも用いることが出来る。これらは、人工的に一定量の放射性
核種を試料マトリックスにドープした「計測標準」や「分析標準」には
ない特徴である。

　多様な食品試料の分析ニーズに対応するため、さらに多種類の
標準物質を開発する。しいたけなどを対象としての開発が現在進
行中である。玄米等はニーズも多く追加調製も計画中である。国
際的な関心も高いことから、認証値の国際的な比較のため、海外

の試験研究機関にも依頼して測定を行っている。こうした国際協力
に関する活動もさらに推進する。α線・β線放出核種については参
考値の付与の可能性を検討する。

      はじめに

      具体的なニーズ

      装置・技術の特徴

      今後の課題
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講  演  者

問い合わせ先

　図1は、島津製作所から発売された酸素分圧可視化装置FC-O2
モニタである。MEA表面に塗布された酸素感応色素（早稲田大学
開発）からの発光を解析することにより、酸素分圧の可視化が可能
となった。図2左に5本のストレート流路を持つPEFC内でのMEA
表面の酸素分圧可視化結果を示す。上流から下流にかけて酸素が
消費されていく様子が、各流路で明瞭に可視化・定量化された。
　二酸化炭素感応色素を用いることにより、二酸化炭素濃度の可

視化を行うことも可能となった。図2右に、サーペンタイン流路を
持つ燃料電池の触媒層からの二酸化炭素の発生により、カーボン
担体の腐食量を可視化した結果を示す。上部での顕著な腐食が認
められた。
　さらに、MEA内部の可視化を行うため、直径数十ミクロンのプ
ローブを用いて物理量・化学量の測定可能な装置の開発を行って
いる。

固体高分子形燃料電池内反応分布可視化技術
Visualization System for Chemical Reaction in Polymer Electrolyte Fuel Cells 
(PEFC)

〒400‒0021　甲府市宮前町6‒43　TEL. 055‒254‒7092
E-mail. jinukai@yamanashi.ac.jp

山梨大学ナノ材料研究センター　犬飼　潤治、島津製作所　南雲　雄三、大野　隆

　燃料電池は、水素などの燃料を電気化学的に反応させることに
より、反応に伴うエネルギー変化を直接電気エネルギーに変換す
るシステムである。クリーンで高効率であることから次世代のエネ
ルギー源として有望視されている。中でも固体高分子形燃料電池
（PEFC）は実用化に最も近い位置にある。

　我々は、発電を担う「膜電極接合体（MEA）」の表面および内部における発電分布の可視化装置を開発することにより、PEFC開発に
大きく寄与することを目指している。

　開発完了時には、MEA内部・外部の測定結果を用いてコンピュータシミュレーションを行い、発電中のPEFCにおけるMEA内部の反応分
布を3次元的に明らかにする予定である。

図３　MEA内部のプローブ観察概念図

図1　燃料電池酸素濃度可視化装置FC-O2モニタ

図２　酸素分圧（左）及び二酸化炭素（右）
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講  演  者

問い合わせ先

高スペクトル純度で広帯域に
連続波長同調可能な半導体レーザ光源
ASE-Free and Widely Tunable Semiconductor Laser

〒260‒0856　千葉市中央区亥鼻1丁目8番15号　TEL. 043‒305‒5563
E-mail. muro@spectraquestlab.com

スペクトラ・クエスト・ラボ 株式会社　室　清文

  無線周波数域における発振器のように自由に周波数を変えるこ
とのできるレーザがあれば、分光計測は現在とは全く違ったもの
になる。本開発では曲がり導波路構造の高出力半導体レーザチッ
プ、独自の外部共振器配置、更には、精密機械加工とアクチュ

エーター技術を結集し、高出力で高スペクトル純度、更に、広
帯域に連続波長同調可能な分光計測用の小型半導体レーザ光源
を開発した。

・高分解能・高精度な吸収・反射測定
・共鳴ラマン散乱、コヒーレントラマン測定
・発光励起測定（PLE）による単分子分光
・CTP（EMIT）等の光による量子制御
・テラヘルツ波、中赤外光のミキシング光源
・高出力レーザのシード光源

・高出力で広い波長可変域： 
　>100mW and >100nm @1000nm　
　曲がり導波路構造のレーザチップにより達成
・ASE Free ＆ Mode Hop Free：
　>80dB@0.01nm and >15THz 
  独自の転置Littman型外部共振器配置により実現
・狭線幅で高分解能制御：<200kHz and 15MHz/step
・LabVIEWによる完全PC制御
・PMファイバー結合

　本波長可変レーザと別に開発したテーパー型半導体増幅器を組
み合わせることにより、1Wレベルの出力で100nmの波長可変域
の小型レーザ光源が実現でき、PPLN等による波長変換により、
可視・中赤外・テラヘルツ波領域に展開が可能となる。特に、中
赤外・テラヘルツ領域における分子指紋スペクトルの観測において、
本レーザの広帯域なモードホップフリー同調特性は大きなインパクト
を有すると考えられる。

図2　開発した波長可変レーザの外観

図1　各発振波長でのスペクトル
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講  演  者

問い合わせ先

次世代質量イメージングのための
UVマイクロチップレーザー
UV microchip laser for next generation mass-imaging system

〒444‒8585　愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38　TEL. 0564‒55‒7246
E-mail. taira@ims.ac.jp

自然科学研究機構　分子科学研究所　平等　拓範

　光イオン化源として二次イオン質量分析（SIMS）法の分野で
は、レーザーポストイオン化法が注目され、従来型SIMSよりも
高感度・定量性の良さといった特長が謳われてきた。しかし、光

イオン化が望めるような尖頭値がメガワット以上のジャイアントパ
ルスレーザーは、大型で不安定かつ取り扱いが煩雑であったため、
レーザーそのものが実用化の障害となっていた。

　図1に本計画で目指すレーザーイオン化によるイオンビーム質
量分析の原理を示す。まず電子顕微鏡（EB）で測定対象を選択
し、次に収束イオンビーム（FIB）照射し、スパッタリングにより
断面加工後、資料台を回転させ、最後に加工された断面に対し
て再びFIBを照射し、生じた二次イオンを飛行時間型質量分析器
で質量分析しながら断面全域をビームで走査、コンピューター上
で特定の質量信号の空間分布（質量イメージング）を得る。本計
画は、この装置の特性、面分解能40nm、検出感度約30ppb（有
機物）を、面分解能10nm以下、検出感度10ppb以下（有機
物）が望めるような「次世代質量イメージングのためのUVマイク
ロチップレーザーを用いた計測システムの開発」として、UVマイ
クロチップレーザー（波長 266nm，繰返し周波数 ≧1kHz（ジッ
ター制御），尖頭出力 >0.6MW，パルス幅 サブns）を開発し、
レーザー性能評価のため質量イメージング装置に取り付けまでを
目指している。

　図2に開発した超小型UVマイクロチップレーザーの外観を示す。
最先端のレーザー技術であるマイクロ固体フォトニクスによる偏光
制御受動Qスイッチでは、サブナノ秒域パルスギャップであたる数
10ピコ秒から数100ピコ秒領域のパルス発生が可能となる。マイ
クロ共振器によるパルス幅短縮効果により、高次高調波発生や、
光イオン化に有利なサブナノ秒領域での高輝度光が望めるもので、
波長266nmの光パルスをエネルギー650µJ，パルス幅150psと，
尖頭出力にして4.3MWとの記録を達成した。すなわちメガワットに
至るジャイアントパルスUVレーザーを、寸法45x35x150mm³と
手のひらに収まり、分析装置のフランジに装着することも可能なま
でに小型化することに成功した。

　同装置の繰り返し周波数は100Hzとイメージングには少し遅い。そこで、目標の1kHzまで高繰り返し化するため共振器の再設計を進め
ており、良好な結果を得つつある。

図1　次世代質量イメージング装置の原理．

図2　手のひらサイズ4.3MW尖頭値（波長266nm）の
　　　空冷UVマイクロチップレーザーの外観．
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講  演  者

問い合わせ先

広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子の開発
Development of Wide Spectral Response, High Sensitivity and Highly Reliable 
Light Sensors

〒980‒8579　宮城県仙台市青葉区字青葉6‒6‒11　TEL. 022‒795‒4835
E-mail. sugawa@most.tohoku.ac.jp

東北大学大学院工学研究科　須川　成利

　紫外から可視光域に感度を持つ撮像素子は、物質の光吸収や
原子発光スペクトルを測定する各種分光分析装置や、ラジカル
からの発光を観測する燃焼・プラズマ診断装置、火炎検知装置
などに利用されているほか、波長の短い紫外光が回折しにくい

性質や微小物体に強く散乱される性質を持つことから、欠陥検査
装置などへも利用されている。これらの装置が活躍する分野は、
生化学、医療、環境、素材、エネルギー、輸送機、セキュリティ、
半導体・LCD、宇宙探査など多岐にわたる。

　上記の装置群で利用される撮像素子は、広い波長範囲で高い感
度を有し、かつ長期にわたって特性が安定していることが求められ
る。これらの装置では、撮像素子の特定の画素領域に常時紫外光
が照射される場合や、偶発的に強い紫外光に曝されることを避けら
れない場合が多い。一般に紫外光は光子のエネルギーが高いため、

撮像素子を構成するSi－SiO₂膜界面を変質させ、撮像素子の感度
や暗電流などの特性を変化させてしまう、いわゆる焼付き現象を引
き起こす性質をもつ。紫外光照射よるこのような特性劣化を抑え、
撮像素子の信頼性を向上することで、装置の分析、診断、検査の
精度を長期間保つことができる。

　紫外光照射による撮像素子の特性劣化を抑えるためには、撮像
素子の光電変換部（フォトダイオード）をSiの内部に埋め込み、劣化
の原因箇所であるSi－SiO₂膜界面から分離すればよい。しかし埋
め込みが深すぎると、入射した紫外光の大部分がフォトダイオード
に到達する前にSiに吸収されてしまい、紫外光に対する感度がそ
もそも低くなってしまう。
　本開発技術の撮像素子は、原子レベルに平坦化したSi表面に、
薄く均一な高濃度不純物層を形成し、フォトダイオードを最適な深
さに埋め込むことにより、高い紫外光感度を実現しつつ、紫外光
照射に対する特性劣化を抑えるものである。さらに、PD上に高透

過率積層膜を積層して光の反射と吸収を抑制し、感度を向上する。
下図に開発したフォトダイオード構造と紫外光照射耐性評価結果、
及び本フォトダイオードを導入した二次元撮像素子を用いた撮像結
果を示す。ここでは、白紙に紫外光吸収剤で描いた絵を含む各種
撮像対象に、可視光源ないしは紫外光源を照射した際に撮像を行っ
た。これまでに、広光波長帯域において高感度で、かつ強い紫外
光の照射に対して感度と暗電流の劣化が起こらないフォトダイオー
ド特性を達成し、また、本フォトダイオード技術を撮像素子に導入
することが出来ている。

　今後は開発した要素技術の実用化を目指していく。
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講  演  者

問い合わせ先

精密位置計測・非接触計測を実現する
光コムパルス干渉技術の開発
Optical Comb Pulse Interferometer for Measuring Absolute Position and 
Rough-Surface Object

〒113‒8656　東京都文京区本郷7‒3‒1　工14号館　TEL. 03‒5841‒6464
E-mail. hi.matsumoto@nanolab.t.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院　工学系研究科　精密工学専攻　松本　弘一

　光周波数コムは、1990年代の後半から急速に進展した、新
しいフェムト秒モードロックレーザーである。その特長は大きく分
けると2つになる。超短パルス光が時間的に非常に規則正しく発
生することと、超コヒーレント光周波数が数十万本規則的に並ん
でいることである。
　このような光周波数コムを光源として用いれば、今までに不可

能であった計測が実現されるとともに、周波数標準にトレーサブ
ルな超精密計測が実現される可能性がある。
　平成21年度から平成24年度において、「光コムを用いた空間
絶対位置超精密計測装置の開発」プロジェクトを遂行でき、多く
の研究開発成果が得られたので、これらの一部を紹介する。

　現在、国際標準にトレーサブルな長さ関連量の精密計測が、
貿易のための相互承認協定などおいて日増しに重要になってい
る。特に、ものづくり産業・工業のための金型などが重要であり、
その形状の精密計測が求められている。また、飛行機や原子力

などの大型物体の形状の評価も重要である。また、科学技術の
分野で大型科学施設においては、その機能を向上させるために、
数百mの距離を精密に測定し、施設の部品の位置を制御するこ
とが求められている。

　本プロジェクトで開発した光コムは全光ファイバーであるので、
周波数が安定しており、またコンパクトである。非接触計測技術は
音響光学変調器を用いてヘテロダイン干渉を実現しており、大気

ゆらぎなどの影響を抑えたので、位置計測や非接触計測は高感度、
かつ精密である（図1）。さらに、装置全体がコンパクトであり、また、
環境の悪いところでも計測できるように開発した。

　当初から企画したので、開発した技術の実用化への大きな課題は存在しないと考える。

 図１　大寸法用光コムヘテロダイン干渉計測装置
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