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開 催 趣 旨

　独立行政法人科学技術振興機構では、最先端の研究やものづくり

現場でのニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する

先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの研究開発を推進する

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」を実施しています。

　プログラム発足から11年度目を迎え、製品化されたものを含めこれまで

に多くの成果を創出してまいりました。

本成果報告会では、そのなかから最近の成果のうち、注目される11の

成果を厳選し、みなさまにご紹介いたします。

平成 26 年 9月

独立行政法人 科学技術振興機構

産学連携展開部 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2014
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特　　徴特　　徴

代表的な成果事例代表的な成果事例

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

提案を広く公募し、分析機器開発や分析技術・手法開発を推進します。

目標達成のための開発計画に基づいてもっとも適切な開発期間及び開発
費を申請していただきます。

開発を実施する上で、産と学・官が連携している開発チームを編成して
いただきます。また、開発チームにはチームリーダーを置いていただき、
開発チームの開発全体に対して責任を負っていただきます。

本プログラム全体を統括する「先端計測分析技術・機器開発推進委員会」
を設置し、プログラムの推進を一体的に実施します。また、本推進委員
会の下に分科会を設置し、課題の選考・評価等を実施します。

顕著な研究開発実績を有する開発総括・領域総括を中心とする開発推進
体制を構築します。

JSTは開発の実施にあたり、開発実施計画に基づいて開発に参加する機
関と委託契約を締結します。

知的財産権については、契約に基づき「産業技術力強化法第19条（日本
版バイドール法）」を適用します。

開発目標が達成された課題は、ステップアップして（例えば、機器開発→
実証・実用化）継続実施を推奨します。

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・機器及びその周辺システムの開発を推進します

新しい計測分析技術 Innovation
開発成果

公　　募

先端計測分析技術・機器開発プログラム

研究成果・技術ニーズ JST基礎研究・科研費・大学・企業等

革新的な研究開発の成果
日本の産業競争力強化

産学連携開発チーム

チームリーダー

サブリーダー

分担開発者

JST支援体制

開発主監

開発総括

領域総括

文部科学省の基本方針

要素技術 計測分析機器の性能を飛躍的な向上を期待    新規性のある独創的な要素技術の開発

機器開発 要素技術開発から試作機による実証を一貫実施    計測分析・機器及びその周辺システムの開発

実証実用化 試作機の性能実証・高度化・最適化・汎用化   実用可能な段階まで仕上げる

機器
開発

実証
実用化

開発実施期間 平成16～19年度、
平成20～23年度

チームリーダー 加藤  千比呂
（（株）トーメーコーポレーション）

サブリーダー 安野  嘉晃
（筑波大学）

3 次元前眼部光断層干渉計▶

機器
開発

開発実施期間 平成17～22年度

チームリーダー 粉川  良平
（（株）島津製作所）

サブリーダー 山田  啓文
（京都大学）

高分解能走査型プローブ顕微鏡▶

機器
開発

実証
実用化

開発実施期間 平成16～21年度、
平成22～24年度

チームリーダー 遠藤  克己
（（株）トヤマ）

サブリーダー 坂本  哲夫
（工学院大学）

FIB 光イオン化ナノ質量イメージング装置▶

実証
実用化

開発実施期間 平成21～23年度

チームリーダー 鵜沼  豊
（シャープ（株））

サブリーダー 荒木  令江
（熊本大学）

全自動 2 次元電気泳動装置▶

機器
開発

実証
実用化

開発実施期間 平成20～23年度、
平成23～25年度

チームリーダー 河村  賢一
（（株）東京インスツルメンツ）

サブリーダー 岩田  耕一
（学習院大学）

2 次元多共焦点ラマン顕微鏡▶

製品化事例 40以上

実用化

開発実施期間 平成24～25年度

チームリーダー 伊藤  康博
（日本バイリーン（株））

サブリーダー 保高  徹生
（（独）産業技術総合研究所）

水中の低濃度放射性セシウムモニタリングのための回収システム▶



時　間 講演演題 講演者 掲載ページ

16：00 終　　了

11：40 終　　了

13：00
開会あいさつ

15：20 超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発
（株）エム・アール・テクノロジー

拝師　智之

15：00 役にたつ?素粒子
一μ粒子ラジオグラフィーのための原子核乾板技術ー

名古屋大学

中村　光廣

14：30 休　　憩

15：40 固体高分子形燃料電池内での水の挙動を
128個のNMRセンサーで計る

慶應義塾大学

小川　邦康

14：40 表面張力のマイクロ秒分解能測定
東京大学

酒井　啓司

14：10 可搬型エネルギー弁別・位置検出型α線計測装置の
要素技術開発

13：50 革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発
（独）宇宙航空研究開発機構

武田　伸一郎

北海道大学

金子　純一

13：30 放射能環境標準物質
   武蔵大学

藥袋　佳孝

13：10 放射性セシウムの微小領域イメージング技術の開発
工学院大学

坂本　哲夫

10：30
開会あいさつ

11：20 誘電スペクトロサイトメーターの紹介
ソニー（株）

鶴巻　美穂子

11：00 高性能スピン偏極電子顕微鏡の活用・普及促進
大阪電気通信大学

安江　常夫

10：40
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5多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブによる
無機物NMRの感度向上

（株）JEOL RESONANCE

水野　敬

（第二部） PM 最先端の計測分析

（第一部） AM 開発成果の利用案内

プログラム

※各講演時間15分、質疑応答5分

4



時　間 講演演題 講演者 掲載ページ

16：00 終　　了

11：40 終　　了

13：00
開会あいさつ

15：20 超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発
（株）エム・アール・テクノロジー

拝師　智之

15：00 役にたつ?素粒子
一μ粒子ラジオグラフィーのための原子核乾板技術ー

名古屋大学

中村　光廣

14：30 休　　憩

15：40 固体高分子形燃料電池内での水の挙動を
128個のNMRセンサーで計る

慶應義塾大学

小川　邦康

14：40 表面張力のマイクロ秒分解能測定
東京大学

酒井　啓司

14：10 可搬型エネルギー弁別・位置検出型α線計測装置の
要素技術開発

13：50 革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発
（独）宇宙航空研究開発機構

武田　伸一郎

北海道大学

金子　純一

13：30 放射能環境標準物質
   武蔵大学

藥袋　佳孝

13：10 放射性セシウムの微小領域イメージング技術の開発
工学院大学

坂本　哲夫

10：30
開会あいさつ

11：20 誘電スペクトロサイトメーターの紹介
ソニー（株）

鶴巻　美穂子

11：00 高性能スピン偏極電子顕微鏡の活用・普及促進
大阪電気通信大学

安江　常夫

10：40

14

13

15

12

11

10

9

8

7

6

5多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブによる
無機物NMRの感度向上

（株）JEOL RESONANCE

水野　敬

（第二部） PM 最先端の計測分析

（第一部） AM 開発成果の利用案内

プログラム

※各講演時間15分、質疑応答5分

5

 講 演 者

問い合わせ先 〒196-8558　東京都昭島市武蔵野3-1-2　TEL : 042-542-2236
E-mail : tmizuno@jeol.co.jp

株式会社JEOL RESONANCE　技術部開発グループ　研究員　水野　敬

Sensitivity enhancement of NMR for inorganic solids by tunable cryocoil MAS-NMR probe

多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブ
による無機物NMRの感度向上

　本事業は2013 年 12月から開始され、各参画機関（JEOL 
RESONANCE, 物質・材料研究機構、京都大学）に1台ずつ専
用試作機の複製機およびNMR 実験設備を整備中である。外部

利用者に周知するための説明会を関東/ 関西で開催し、今後は、
ユーザーのニーズ・意見をもとに、より低磁気回転比の核種（20-
30MHz帯域）に特化した装置の高度化を行う。

　多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブ（図 1）は、単核共鳴回路ながら、従来機に比べて3-4 倍以上の感度を得られ（図 2）、
従来技術では測定が困難とされた多様な無機物試料への応用が期待される。

　低磁気回転比、低含有率の核種（25Mg,43Ca,17O,6Li,29Si,…）、微量試料など、従来技術では感度的に測定が困難とされた多様な無
機物試料の構造情報を取得することができる。

　本装置は、断熱真空下に設置されたNMR 信号検出系を外付
けのGM 冷凍機で20K 以下の極低温下に置くことにより熱雑音・
金属抵抗を低減しながら、固体粉末試料を室温下でマジック角高

速回転することにより高感度固体高分解能 NMRを実現し、かつ、
多様な核種の観測を実現するべく、検出回路の共振周波数範囲
を広帯域化する独自の機構（特許出願中）を有する。

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

図1. クライオコイルMAS-NMRプローブ試作機の
写真。プローブ本体（右手前）と、冷凍機（左）およ
び冷媒循環ユニット（右奥）を組み合わせたところ。

図2. 29Si MAS-NMR スペクトルによる感度比較。従来機に比べ、4.45倍の感度向上率を得た。 
（a） クライオコイルMAS試作機（ハーンエコー法, ・/2パルス4.6us）。（b）従来対照機（1パルス法, 
・/2パルス6.5us）。[共通実験条件]14T磁場、試料：LTA zeolite |Na12（H2O）27|8 [Al12Si12O48]8 
（重量50.6 mg）。積算回数：100回。 繰返時間：22.5s。試料回転速度：16.58 kHz。



6

 チームリーダー 大阪電気通信大学　工学部　越川　孝範 講 演 者

問い合わせ先 〒572-8530　大阪府寝屋川市初町18-8　　TEL : 072-824-1131　
E-mail : yasue@isc.osakac.ac.jp

大阪電気通信大学　工学部　教授　安江　常夫

Spread and promotion of high performance spin polarized electron microscope

高性能スピン偏極電子顕微鏡の活用・普及促進

　今年度の共用については、すでにアリゾナ州立大学のE.Bauer
教授、香港科学技術大学のM.S.Altman 教授、九州大学の中川
剛志准教授らから申し出を受けており、順次共用実験を実施する

予定にしている。それと並行して、装置のユーザビリティー向上のた
めに、ソフトウェアの一部自動化を行う予定にしている。

　JST先端計測分析技術・機器開発事業（要素技術）（平成17
年度－20年度）ならびにJST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）（機器開発プログラム）（平成22年度
－25年度）により開発を行った超高輝度・高偏極度・長寿命の
スピン偏極電子源と小型3次元スピン回転器を搭載した「高性能

スピン偏極電子顕微鏡」の性能とユーザビリティの更なる向上を図
るとともに、広く国内外に共同利用装置として公開し研究成果の実
を上げ、スピントロニクスにおける新規磁性材料の基礎特性評価な
どに貢献することを目指している。

　スピントロニクスにおける次世代メモリとして、電流誘起磁壁移
動デバイスが注目されている。そこでは、しきい値電流密度を低くす
ることができる垂直磁気異方性をもつ材料の開発が重要な鍵とな
る。ここでは、本装置を用いて1 原子層のAuによってCoNi2 積
層膜において垂直磁気異方性が発現する過程を観察した事例を

示す。図 1はAuの蒸着に伴う面内磁区像と垂直磁区像の変化を
示している。Au 蒸着前には面内磁化を示しているが、わずか1 原
子層のAuによって完全に垂直磁化に変化していることが分かる。
このように、本装置では磁気異方性の変化や磁区構造、磁壁の
構造などを実時間・実空間で観察が可能となっている

　本装置のスピン偏極電子源は世界に類を見ない高性能を誇っ
ている。輝度は1.3×107 A/cm2·sr（市販のスピン偏極電子源
の10,000 倍以上）、偏極度は90%（市販のものの4 倍以上）、
一度活性化を行った時の寿命は2ヶ月以上（市販品の200 倍以
上）である。このような高輝度、高偏極度により1 枚の磁区像の
取得時間として20ms（視野径 6μm）を達成している。また、小型

3 次元スピン回転器では、極角が-45°〜135°、方位角が-180°
〜180°の範囲内で連続可変できる。スピン偏極電子顕微鏡とし
ては、空間分解能が〜10nmであり、磁区像以外に表面構造など
の情報を含む低エネルギー電子顕微鏡像も同時に得られ、磁区構
造と表面構造の相関を知ることが可能となっている。

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

図1 CoNi2/W（110）にAuを蒸着したときに観察される垂直磁区像（上段）と面内磁区像。
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 チームリーダー 講 演 者

問い合わせ先 〒113-8510　東京都文京区湯島1-5-45東京医科歯科大学M&Dタワー20F 　TEL : 03-5803-4791　
E-mail : youichi.katsumoto@jp.sony.com

ソニー株式会社　メディカル事業ユニット
研究開発部門　医用技術研究部

ソニー株式会社　メディカル事業ユニット
研究開発部門　医用技術研究部　統括課長鶴巻　美穂子 勝本　洋一

Introduction of dielectric spectro-cytometer

誘電スペクトロサイトメーターの紹介

　再生医学分野における非標識細胞分析技術として応用例を積
み増している。その他医学、薬学、農学、工学等に関わる研究者
による共用成果も期待され、現在広く共用希望を募っている。

　細胞判別のために蛍光染色や抗原抗体反応のための試薬を必
要としないので、安価かつ迅速な創薬スクリーニング技術として期待
される。また細胞標識不要のため、再生医療の分野において生体
への刺激や毒性を加えること無く、また標識をはずす手間無く、細胞

を分離精製し再培養や再移植などに応用できる可能性がある。マー
カーの無い細胞、あるいはマーカーを用いた分取法と組み合わせるこ
とでさらに高度な薬剤応答の評価や疾病診断への応用などの細胞
分析、細胞分取も期待できる。

　細胞懸濁液に対し極めて微弱で細胞に影響を
及ぼさない交流電場を掃引印加すると細胞集団
の誘電率スペクトルを得られる。さらに誘電率ス
ペクトル解析により細胞の構造・物性に関する
情報への展開が可能である。この従来からある
誘電分光技術を発展させ、我々はマイクロ流路
技術と自社の強みである高速エレクトロ二クス技
術を組み合わせた単一細胞の誘電スペクトル測
定装置を開発し、誘電サイトメーターと名付けた。
電極上に存在する電気二重層の巨大容量によ
るアーチファクトを排除するという課題を克服した
ことで、細胞個々の誘電スペクトルを次 と々瞬時
に測定・分析できるようになった。すなわち、細
胞群中における細胞個々の構造や物性の差異
を明らかにすることができる、従来とは全く異なる
新たな評価軸を有するフローサイトメーターである。

（図1）。

　マイクロ流路中を流れる細胞に対しMHz 帯における複数の周
波数を印加しその応答を見ることにより、個々の細胞の誘電率スペ
クトルを測定する。さらに誘電率スペクトルを細胞の構造や電気物

性といった特徴量に換算し、その違いを分析することにより標識な
しに細胞の診断を行う。 

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

図1
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 講 演 者

問い合わせ先 〒192-0015　東京都八王子市中野町2665-1　　TEL : 042-628-4872　
E-mail : ct13087@ns.kogakuin.ac.jp

工学院大学　電気システム工学科　教授　坂本　哲夫

Development of Microscopic Imaging Technique for Radioactive Cesium

放射性セシウムの微小領域イメージング技術の開発

　RIMSは原子の励起準位に同調する波長のレーザー光を用い
る。この際、一つの励起準位を経てイオン化に至る場合を1 色
RIMSと呼ぶ。現在の実験結果は1 色 RIMSで得られたものであ
るが、Csの場合、複数の励起準位を経て共鳴イオン化させた方が

収率が高く、また、Baのイオン化をさらに抑えられることが判ってい
る。これを多色 RIMSと呼ぶ。今後、RIMSイオン化率とイオン化
選択性の更なる改善を行い、前処理無しの自然試料への応用を
進める。

　原発事故に伴い放出された放射性物質の環境中での挙動解明
や効果的な除染方法、農作物への影響など難しい課題が残されて
いる。従来の放射線計測では難しいとされる微小領域での核種を
判別したイメージングを行う技術が実現すればこれらの課題に対し、
新しい情報を与えることができると期待される。そこで、イオンビー
ムスパッタリングとレーザー共鳴イオン化質量分析（RIMS）を組み
合わせた放射性物質の微小領域イメージング装置（図 1）を開発し
ている。

　微小領域での放射性セシウムなどのイメージングが実現することに
より、土壌粒子、エアロゾル、植物、水中微粒子などこれまでセシウ
ムの存在が確認されている種々の試料においてセシウムの存在部位
を画像として確認することができる。例えば、土壌の除染作業であれ

ばセシウムを含む土壌鉱物を選別し、減容化することができる。また、
農作物へのセシウムの吸収についても、そのメカニズムの理解や土
壌改質に繋がる情報を得ることができる。

　自然起源の試料には様々な元素が含まれる。なかでも、137Csを
質量分析しようとすると、137Baによる同重体干渉が起こり、大きな
問題になる。両者は精密質量が近接しており、質量スペクトルで識
別することは大変難しいためである。本開発装置では、レーザー光
による共鳴イオン化（RIMS）を用い、137Csを選択的にイオン化す
ることでこの問題を解決した。レーザー光には波長 455.5nm、約
1 mJ/pulse、繰り返し5 kHzの色素レーザーを用いた。図2に杉
の葉焼却灰処理試料の 137Cs 分布像とRIMS 質量スペクトルを示
す。137Baによる同重体干渉を抑え、137Csが自然起源試料から初
めて検出された。なお、イメージング時間は約 1 時間であった。

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題

図1  微小領域イメージング装置

図2  杉の葉焼却灰処理試料の 137Csイメージと質量スペクトル（133Csは添加
試薬）
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図1  放射能分析用しいたけ認証標準物質
（粉末状、低濃度）

図2  放射能分析用牛肉認証標準物質
　　 （フレーク状、低濃度）

 講 演 者

問い合わせ先 〒176-8534　練馬区豊玉上1-26-1　　TEL : 03-5984-3845　
E-mail : minai@cc.musashi.ac.jp

武蔵大学　人文学部　教授　藥袋　佳孝

Certified reference materials for determination of environmental radioactivity

放射能環境標準物質

　農作物を中心として標準物質開発を
進めて来たが、日本の食文化を考慮す
ると水産品も重要な開発対象である。
また、放射性セシウムと同様に核分裂
で生成する放射性ストロンチウムへの分
析ニーズも高まりをみせている。これらの
認証標準物質開発を中核として、本年
度の研究開発計画を推進する。

　福島県等で収穫された農作物への風評被害を防ぎ、食の安全を
確保するには、正確な放射能分析が必要である。認証値が付され
た標準物質の開発は、放射能の分析値信頼性を確保する上で基
盤となる技術要素である。しかし、食品分析や環境分析に適した認

証放射能標準物質は国際的にも払底しており、緊急の開発が必要
となった。日本分析化学会で長年培われてきた認証標準物質開発
についての経験を、放射能分析のニーズに適用することとし、放射
性セシウム等のγ線放出核種の認証標準物質の開発に着手した。

　2012-13年度に、玄米（粒状）、牛肉（フレーク状）、大豆（粉末）、
しいたけ（粉状）について、Cs-134、 Cs-137、 K-40の認証値を
付した標準物質を開発した（図1、 2）。最初に開発されたのは玄米

（粒状）で、2012年8月末からユーザーへの頒布が可能となった。
他の標準物質についても、順次、ユーザーへの頒布を可能とした。
　ユーザーの利用形態は多様である。分析現場で放射能測定が適
切に実施されているかを検証することが、最も重要な利用目的であ

る。また、分析技術者の技能の育成や維持にも役立てることが出
来る。分析機器メーカーでは、機器開発やメンテナンスの際の共通
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
る際にも使用される。また、分析値の信頼性を一般人に説明する際
に、実試料と同等の標準物質の分析結果を示すことは、最も説得
力のある方法である。

　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、認証プロセスも
含めて、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。
　放射性核種は全く添加されていない。このため、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。 

はじめ に

装置・技術の特徴

今後の課題

具体的なニーズ（あるいは活用事例）
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 チームリーダー 宇宙航空研究開発機構　高橋　忠幸 講 演 者

問い合わせ先 〒252-5210　神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1　　TEL : 050-3362-5687　
E-mail : takeda@astro.isas.jaxa.jp

宇宙航空研究開発機構　宇宙科学研究所　武田　伸一郎

Development of Next-generation Ultra-wide Angle Compton Camera

革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発

　除染の現場において、装置をより有効に利用するために、ユー
ザーの使いやすさや現地への適応性を重視して、データ処理法・
解析アルゴリズムを改良する。「ASTROCAM 7000 HS」を用い

た実地試験を引き続き進めており、取得したデータを検証に利用す
る。イベント再構成方法の改良、画像デコンボリューション導入の
検討、GUIソフトウェアの操作性の改良等を進める。

　福島第一原発の事故により放射性物質が広
範囲に拡散する事態の中、放射性物質の可視
化装置の実用化が望まれている。特に、敷地
に広く分布した放射性物質を、効率よくマッピン
グするための広角撮像能力が、実地では有効で
ある。我々は、次期 X 線天文衛星 ASTRO-H
搭載にむけて研究を行ってきた最先端技術を地

上用途に応用して、2π（半球）にわたる広い
視野を特徴とする「超広角コンプトンカメラ」を
開発、実地試験によりその有用性を実証した。
実地試験から得られた知見をもとに、世界初の
コンプトンカメラの販売モデル「ASTROCAM 
7000HS」を三菱重工業（株）からリリースした

（図1参照）。

　超広角の撮像能力を活かして、放射性物質
の可視化ニーズに応える高感度ガンマ線カメラ
である。一回の測定で敷地内の広い領域をカ
バーできるため、放射性物質が広範囲に分布し
ている状況で、特に力を発揮する。除染作業の
前後で撮像を行い、比較する事で、除染効果を
確認・評価するような用途に適している（図 2
参照）。

　次期 X 線天文衛星 ASTRO-Hに搭載予定の軟ガンマ線検出
器（SGD）の要素技術を地上用途に応用した。装置は、シリコン

（Si）とテルル化カドミウム（CdTe）半導体検出器の高密度積層
構造からなる。ガンマ線の検出方法は、コンプトン散乱の原理を用
いたコンプトンカメラ方式であり、ガンマ線の入射方向の識別、エ

ネルギーの判別が可能である。従来機器と比べると、格段に優れ
る広角撮像能力（視野180x180度）と高い位置決定精度をもち、
ホットスポットの探索に有利である。センサの周囲に遮蔽を必要とし
ないため、小型軽量化の点でも優れている。

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

今後の課題

図2  ASTROCAM 7000HS を用いた原発20 km 圏内における撮像実験の例。除染前（2013年6
月取得）と除染後（2014年1月取得）の比較。除染作業によって、ホットスポットが除去されている事が、
画像上で明らかに分かる。ASTROCAMが、ホットスポットの検出だけでなく、除染作業の評価にも有
用である事を示している。

図1  ASTROCAM 
7000HS の写真。
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 講 演 者

問い合わせ先 〒060-8628　北海道札幌市北区北13条西8丁目　　TEL : 011-706-6681　
E-mail : higedon@eng.hokudai.ac.jp

北海道大学　大学院工学研究院　准教授　金子　純一

Development of element technology for a portable energy and position sensitive detector for 
alpha particles

可搬型エネルギー弁別・位置検出型
α線計測装置の要素技術開発

　現在、GPS 焼結体の大型化を進めており、5cm角プレートの試作に成功した。小型試料と比較して、白濁がボイドによって発生しており
製作方法の改善を進めている。また、福島県内で行ったフィールド試験から得た知見の反映を今後の装置試作で行う。

　福島第一原子力発電所事故で原子力発電所敷地外に放出さ
れた放射性物質の大部分は揮発性の高い 137Cs, 134Cs, 131Iなど
が中心であるが、炉心冷却に使用した海水が流れ込んだ建屋や
敷地周辺部では238Pu, 239Pu, 240Pu, 238U 等のα線放出核種に

よる汚染も念頭に置きつつ復旧・除染作業を進める必要がある。
また現在大気中のα線放出核種を連続測定する装置はエリアモニ
ターにも整備されていない。

　現状、α線サーベイメータとしてはZnSシンチレータを使用した汎
用品とシリコン半導体放射線検出器を使用したエネルギー弁別タイ
プが存在する。ZnSシンチレータベースのサーベイメータはα線放出
核種の有無の判断は出来るが、エネルギー弁別性能を持たないこと

から、天然に存在するラドン子孫核種核と核燃料起因のα線放出
核種を識別することは出来ない。またシリコン半導体検出器は十分
なエネルギー弁別性能を有するものの、耐久性に劣るため野外など
環境の厳しい現場での使用には大きな不安がある。

　α線計測に使用するGPSシンチレータは北海道大学と日立化成
が長期にわたり開発を行って来た日本オリジナルの高性能シンチレー
タであり、高発光量、高エネルギー分解能、非潮解性、自己放射能
フリーといった優れた特長を持つ。特に発光量に関して単結晶合成
可能な非潮解性シンチレータとしては初めてNaI（Tl）を実用ベース
で凌駕した。さらに粒径の大きなシンチレータ粒を基板上に固定・研
磨する事で、α線に対するエネルギー分解能を維持したまま大面積化
を可能とする独自技術の開発に成功しており特許申請も行っている。
これら2つの技術を組み合わせる事で、α線に対して十分なエネル

ギー弁別性能をもつ大面積検出器の実現が容易に行える。本開発
ではこの技術をさらに進め、GPS焼結体を粒成長させることで、従来
法の問題であった検出効率を充填率の向上により改善し、シンチレー
タプレートの製造コストの大幅な低減をはかる（図1）。さらに凝集性
をもつPu等核燃料起因のα放出核種を均等に広がる天然α線放
出核種のなかから位置検出型検出器により高い感度で検出する（図
2）。これら3つのオンリーワン・ナンバーワン技術を組み合わせる事
で、高い耐久性と信頼性を兼ね備えた従来にない高い性能を誇る可
搬型エネルギー弁別・位置検出型α線計測装置を実現する。

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

今後の課題

図2  従来のエネルギー弁別に加え位置検出を行うことで、より迅速確実な
Puの検出が可能。

図1  固相反応法で合成したGPS焼結体による5.486MeVα線応答
(SiO2:GPS:Ce = 4.1:100, 合成温度:1650℃、100時間 。機械研磨により27μm
まで薄膜化)。右は合成時間によるGPSの成長サイズの違いを示すSEM画像。
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 講 演 者

問い合わせ先 〒153-8505　東京都目黒区駒場4-6-1　　TEL : 03-5452-6121
E-mail : ksakai@iis.u-tokyo.ac.jp

Ultra Fast Surface Tensiometer

表面張力のマイクロ秒分解能測定

　現在、汎用の界面活性剤水溶液についての計測が行われており、濃度の違いによる分子吸着メカニズムの差異が確認されるまでになっ
ている。（図 2）さらに測定を自動化し、より簡便で操作性の良い汎用の測定装置として完成させることが今後の課題である。

　液体は分子レベルまで容易に分割可能な材料であり、さらに外的
な環境制御によってさまざな構造や動的機能を発現する。近年、こ
の特性を活かした新たなマイクロ機能性デバイスが盛んに研究され
ている。この小さな流体をハンドリングする技術としてのマイクロ流
体技術は、すでにインクジェットなど民生の機器に多く採用されてい
るが、プロセスの微細化に伴う液体物性の観察・測定手法はこれ
に追随できない状況である。たとえばインクジェットに伴う流体の射
出現象は1μ秒の時定数で起こり、その後の液滴の飛翔・着弾・
基板への濡れといった微小なプロセスは1m秒以内に完結する。し

かしこの過程における表面張力の時間変化を計測できる技術はい
まだに開発されていない。
　周知のように上記の現象を制御するためには材料液体の表面エ
ネルギーすなわち表・界面張力を自在に制御する必要があり、開発
者はその効果を期待して様々な界面活性剤を材料に添加する。しか
しこれによりもたらされる実際の表面張力の時間変化を知る術は存
在しなかった。私たちはこれまで独自に培ってきた微小液滴の高速
生成・観察手法を用いて、表面エネルギーのマイクロ秒領域の変
化を捉える手法の開発に成功した。

　現在最も至近なニーズはもちろんインクジェット技術においてのノ
ズル設計や材料の物性評価であるが、液体の高速表面エネルギー
計測の用途はこれにとどまらず、あらゆる界面活性分子のダイナミッ

クな挙動を理解する上で必須の情報をもたらすことになる。すなわち
液体表面という特殊な反応場を分子レベルで理解するための基本
ツールとして期待される。

　この測定システムではこれまでに我々が
培ってきた微小液滴の射出およびその非接
触での飛翔・形状の制御技術を駆使する。
ピコリットル液滴の射出に要する時間はおよ
そ1μ秒の程度であり、表面張力を復元力と
する液滴振動周期は10μ秒の程度である。
射出後の液滴に対し誘電力により非接触で
変形を誘起し、その振動状態を観察すること
により表面張力の時間変化をきわめて高速に
捉えることができる。（図 1）この技術は我々
の独自の特許に基づいており、またその時間
分解能は従来法をはるかに凌駕して世界最
高性能を誇る。

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

今後の課題

図2  界面活性剤水溶液の、動的表面張力。
（上）希薄領域   （下）濃厚領域

図1  微小液滴の連続射出と振動励起

東京大学　生産技術研究所　基礎系部門　教授　酒井　啓司
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 講 演 者

問い合わせ先 〒464-8602　愛知県名古屋市千種区不老町　　TEL : 052-789-3532　
E-mail : nakamura@flab.phys.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学　エコトピア科学研究所　教授　中村　光廣

Useful elementary particle physics?　-Nuclear Emulsion technology for muon radiography-.

役にたつ？素粒子
―μ粒子ラジオグラフィーのための原子核乾板技術―

　我々の技術の場合、まだμ粒子ラジオグラフィー自身の可能性
を追求している側面があります。これまでに、火山をはじめとするい
くつかの対象に対する有効性は実証してきています。しかしながら、
現在適用可能といわれているより広範囲の対象に対するその有効

性の実証などを今後積み重ねてゆく必要があります。また得られた
透視データを実際の質量へ精度よく換算するためのプログラムなど
のソフトウェア開発も課題です。今後これらを的確にこなして最終
的な実用化に結び付けてゆきたいと考えています。

　この技術（原子核乾板を用いるμ粒子ラジオグラフィー）はX 線
が透過しないような大きな構造体の内部を見るための技術です。X
線の代わりに天然に存在する宇宙線μ粒子を用いて、物質を透過
したことにより天然のμ粒子がどれだけ減少したかを見ることによっ
て、物体の内部の様子を知ることができます。この技術ではμ粒子
を捕まえる検出器として特殊な写真フィルムである原子核乾板を用
いています。原子核乾板はサブミクロンの位置精度で素粒子の飛

跡を三次元的に記録することができます。
　原子核乾板はこれまでニュートリノ研究をはじめとする素粒子研
究で用いられてきました。乾板に記録された飛跡を高速に読み出す
ための自動読み取り装置も名古屋大学で発明され、実験の規模
拡大に合わせて高速化を図ってきましたが、その速度は72㎝ 2/ 時
であり、μ粒子ラジオグラフィーにはまだ不十分なものでした。

　火山ではすでに昭和新山、浅間山などで実績があります（2007
年）。より大きな火山の撮像や時間分解能を持たせることが期待さ
れており、そのためには大面積の照射すなわち高速の読み出しを可
能とする必要があります。熔鉱炉に関しては、透視試験を行い、耐
火物や湯だまりを確認できました（2009 年）。耐火壁の寿命診断
のような目的のためには、大面積照射もさながら内部構造の精密計

測を追求する必要があります。原子炉に関しては東海村の常陽の
透視試験を行い炉心検出に成功しこの手法の有効性を確認しまし
た（2012年）。現在東芝と共同で事故炉のデブリ探索を実施中で
すが、最深部に落ちたデブリの位置、量の確認のためには、ボーリ
ングホールなどを使った地下への設置が必要です。このほか空洞調
査や老朽化大型構造物内部調査にも貢献できると考えられます。

　基礎研究で用いてきた世界最速の装置（SUTS：読み出し速度
72cm2/ 時） の100 倍の読み出し速度をもつHTSを開発しまし
た。現在最終目標の9000 ㎝ 2/ 時のほぼ半分の速度で試運転、
微調整を行っています。また原子核乾板の内製化を進めており、

現在我々の研究室では、従来のメーカー製の物を上回る性能の原
子核乾板を製造供給できる状態になっています。またフィルムの量
産に当たって企業との共同研究を行っています。今後も開発・改
良を進めてゆく予定です。

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

今後の課題

図1  μ粒子ラジオグラフィー 図2  開発した超高速原子核乾板読み取り装置HTS
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　今後、① Windows 型デジタルコンソールが勾配磁場コイルを
1μ秒単位で任意に制御設定できる優位性を充分に活用して、超
高速撮像（BOLD-fMRI 等）の画質を向上する。②伏臥位に対応

した撮像を充実させる。③借用ではなく専用の超伝導磁石を装備
しつつコストを抑えたフルシステムの選択肢を開発する。④食品や
工業製品などの評価にも使えるように計測機能を充実させる。

　医学・生物学の発展においてマウスを用いた世界標準研究モ
デルの重要度は増すばかりである。MRI（磁気共鳴画像）手法は、
非侵襲的な形態撮像を基本に多様な生命現象を可視化できる。し
かし旧来の小動物用 MRI 装置は成体マウスよりも体の大きな成体
ラットの撮像を必須対応とした大型超伝導磁石が必要であり、マウ

ス全盛時代に合致していない。人体用 MRIが世界に約 20,000
台普及している、一方で、製造コスト高の小動物用 MRIは約
1,000 台にとどまっている。生命科学の研究者に扱いやすいダウ
ンサイズ&ローコストのマウス専用 MRIの実現が望まれている。

　マウス用MRIには、通常の医学診断において人体用MRIが用い
られているように、マウスを扱う生命科学の実験室に潜在需要があ
る。例えば遺伝子改変手法の高度化を背景に、脳疾患等の解明
にマウスモデルが適用されている。Fig.1（上）は本研究開発のMRI
装置を用いて測定された麻酔下マウスのRS-fMRI画像の結果の一
例である。

　Fig.2（右）に示すように、既設NMR装置の超伝導磁石で随時
MRI化できるMRIユニット（Windows型デジタルコンソール;4.7〜14.1T
対応、勾配磁場コイル、RFコイル他）を開発した。撮像中に勾配コイル
に発生する強大なローレンツ力に対抗できる立体的コイルを銅材から
精密加工で形成した。Fig.1（下）には、標準マウスを超伝導磁石内に
導入する手前で勾配磁場プローブに静置したものを示した。マウス用

MRIユニット（60Wx75Dx90Hcm）は全体で80kg程度であり、自家用
車や宅配便で運搬することが出来る。今回は性能実証に本邦最高の
14.1テスラMRIを実現し、Fig.1の結果を得た。世界に約10,000台
普及している標準的NMR磁石は超高磁場MRI用としても充分適応
可能な静磁場均一度を有しており、本マウス用MRIユニットと合わせ
て、インストール開始後の1時間以内に画像が取得出来る。

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

今後の課題

Fig.1.
マウスのRS-fMRIの一例

Fig.2.  超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの基本コンセプト 部品図

 講 演 者

問い合わせ先 〒305-0047　茨城県つくば市千現2-1-6 B5　　TEL : 029-859-5075
E-mail : haishi@mrtechnology.co.jp

株式会社エム・アール・テクノロジー 代表取締役　拝師　智之

Imaging mice with vertical Superconducting magnets.

超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発
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　燃料電池システムの開発者の多くは機械・電気工学を修めた者であり、NMR計測の経験は多くない。NMR計測では調整項目が多いが、
調整の簡単化（半自動化）などが課題となっている。

　核磁気共鳴（Nuclear Magnetic Resonance）
法は静磁場を印加することで原子核の磁化
を顕在化させ、電磁波（10〜100 MHz）を
照射することによって磁化を励起し、NMR
信 号を受 信する手 法である。電 磁 波の
送受信に用いられるコイルを「NMRセンサー」
と呼ぶ。本計測システムでは直径1mm程度

で貫通した穴を持つコイルを用いる。（図 1
参照）
　NMRセンサーは水（H2O）のような液体が
計測し易い。小型NMRセンサーを複数個用
いれば、計測対象内の水の空間分布などを
計測することがでる。

　固体高分子形燃料電池の内部では、発電によって触媒表面で水
が生成され、ガス拡散層（GDL：Gas Diffusion Layer）を抜けて、
水はガス流路を通って排出される。この水の動的挙動を計測する技

術（水移動の可視化）が燃料電池の開発現場では必要とされてい
る。水移動の可視化がGDLおよび流路設計に役立ち、高密度発
電の維持と開発費の削減をもたらすと期待できる。

　128 個の小型 NMRセンサーを固体高分子形燃料電池の内部に挿入することで、電池内の水の空間分布を計測することができる。
以下が本計測システムの主な三つの特徴である。

（1） 128 個の小型 NMRセンサーが接続可能
　複数の小型NMRセンサーを燃料電池の内部に挿入し、8個の検
波器と16個のセンサーが接続できる切替器を8個併用することで128
個のセンサーでの計測が可能となる。時間分解能は0.5秒である。

（2） 計測システムの構成
　計測システムは超電導磁石、センサー切替器（8個）、検波器（8
個）とNMR波形を取得する集約器（1個）で構成される。（図2参照）

（3） 3 次元的な水移動を把握
　燃料電池に挿入したNMRセンサーから取得したNMR 信号の
周波数シフト量を解析することで燃料電池の発電電流分布が算出
できる。これを基に燃料電池内での生成水の空間分布を求め、発
電時の高分子膜内の含水量、GDL 表面およびガス流路内を通り
抜ける水を把握できる。これらのデータを基にして燃料電池内部で
の3 次元的な水移動が可視化される。

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

今後の課題

図1  小型NMRセンサー

図2  計測システムの構成

 講 演 者

問い合わせ先 〒223-8522　神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1　　TEL : 045-566-1526　
E-mail : ogawa@mech.keio.ac.jp

慶應義塾大学　理工学部　准教授　小川　邦康

Measurement of water behavior in PEFC by 128 small NMR sensors

固体高分子形燃料電池内での水の挙動を
128個のNMRセンサーで計る
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独立行政法人科学技術振興機構  産学連携展開部  先端計測室

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
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（公社）応用物理学、（公社）日本化学会、（一社）日本科学機器協会、（公社）日本工学会、日本質量分析学会
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独立行政法人科学技術振興機構

後　援

主　催主　催

場　所場　所 幕張メッセ国際会議場  国際会議室

平成26年9月4日（木） 
第一部 10：30～11：40（開場10：00）　 第二部 13：00～16：00（開場12：30）

日　時日　時

お問い合わせお問い合わせ

（第一部）AM  開発成果の利用案内
（第二部）PM  最先端の計測分析
（第一部）AM  開発成果の利用案内
（第二部）PM  最先端の計測分析

■ コンファレンス案内リーフレット オモテ


