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成果タイトル 「新世代の走査型プローブ顕微鏡システム」

相原博昭（東京大学大学院理学系研究科・教授）チームリーダー

成果タイトル 「新規光検出器「デジタルHPD」の開発」

藤井正明（東京工業大学資源化学研究所・教授）チームリーダー
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要素技術プログラム
このプログラムでは、計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待さ
れる、新規性のある独創的な要素技術（計測分析技術・手法）の開発を行うこと
を目的としています。
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相原博昭（東京大学大学院理学系研究科・教授）チームリーダー

成果タイトル 「新規光検出器「デジタルHPD」の開発」

藤井正明（東京工業大学資源化学研究所・教授）チームリーダー

成果タイトル 「単一微粒子の履歴解析装置；有機物が計れる
　　　　　イオンビーム質量分析とナノスケール質量イメージング」

福山博之（東北大学多元物質科学研究所・教授）チームリーダー

成果タイトル 「静磁場と電磁浮遊法を組み合わせた高温融体の高精度熱物性計測」

内海英雄（九州大学大学院薬学研究院・教授）チームリーダー

成果タイトル 「生体内レドックス動態の高感度画像解析装置および手法の開発」

谷森　達（京都大学大学院理学研究科・教授）チームリーダー

成果タイトル 「新しい放射線画像診断薬の開発、新しい創薬開発プロセスの開発」

谷田貝豊彦（宇都宮大学オプティクス教育研究センター・センター長／教授、
 筑波大学数理物質科学研究科・客員教授）

チームリーダー

成果タイトル 「生きたままの生体の三次元内部構造を実時間で可視化する。」

開発成果

12 58

民谷栄一（大阪大学大学院工学研究科・教授）チームリーダー

成果タイトル 「量産型LSPRチップ作製法の開発とハイスループット測定装置の試作」

要素技術プログラム
このプログラムでは、計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待さ
れる、新規性のある独創的な要素技術（計測分析技術・手法）の開発を行うこと
を目的としています。
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　質量分析は、一定のエネルギーに加速されたイオンを、分
子量を電荷数で割った値(m/z値)に従って時間的あるいは空
間的に分離して分析する。従来型の粒子検出器では、検出感
度が分子量の増加にしたがって低下することと、同じm/z値の
異なるイオン（例えば、N22+とN+）は分離できないという原
理的な限界がある。我々は、この2つの問題を解決できる「超
伝導検出器」を開発した。

■開発の成果
　図1は、従来型の検出器(マイクロチャネルプレート: 
MCP)と超伝導検出器で測定した質量スペクトルの比較であ
る。分子量に依存しない検出効率100%の超伝導粒子検出
器により、特定疾患の原因となるリゾチーム多量体が高分子量

領域まで分析できることが分かる（フラットな感度）。図2は、
価数によってイオンの運動エネルギーが変わることを利用し

て、同じm/z値であるN22+とN+を運動エネルギー軸上で質
量分析した初めての例を示す（運動エネルギー質量分析）。

得られた開発成果の概要

従来の分析装置の原理的限界を突破する性能を有する、画期的な質量分析性能を実現

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2007-184178、「粒子・光子検出器」、出願人：（独）産業技術総合研究所
2. 特願2007-184130、外国出願 2007-184130PCT、「熱シールド」、出願人：（独）産業技術総合研究所

【発表論文等】

1. S. Tomita, Y. Sato, M. Ohkubo, M. Ukibe, S. Hayakawa, “Pulse height reduction effects of superconducting tunnel junction particle 
detectors for low-energy light molecular ions,” Appl. Phys. Lett. 91 053507 (2007).

2. K. Suzuki, S. Miki, S. Shiki, Z. Wang, M. Ohkubo, “Time Resolution Improvement of Superconducting NbN Stripline Detectors for 
Time-of-Flight Mass Spectrometry,” Appl. Phys. Exp. 1031702 (2008).

3. S. Shiki, M. Ukibe, Y. Sato, S. Tomita, S. Hayakawa, M. Ohkubo, “Kinetic-energy-sensitive mass spectrometry for separation of 
different ions with the same m/z value,” J. Mass Spectrom. 43, 1686 (2008).

4. M. Ohkubo, “Superconducting detectors for particles from atoms to proteins,” Physica C 468, 1987 (2008).

5. A. Casaburi, N. Zen, K. Suzuki, M. Ejrnaes, S. Pagano, R. Cristiano, M. Ohkubo, “Subnanosecond time response of large-area 
superconducting stripline detectors for keV molecular ions,” Appl. Phys. Lett. 94, 212502 (2009).

6. 千葉かおり、陳銀児、志岐成友、浮辺雅宏、大久保雅隆、「超伝導MALDI TOF-MS装置を用いた電荷数識別質量分析～抗体中の残留フ
ラグメント解析～」、 J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. (in press).

課題概要

特定疾患研究から環境科学の基盤となる
超伝導粒子検出技術

　質量分析は、分子量を電荷数で割った比(質量/電荷比)によって粒子を分離分析する計測技術である。しかし、(1) 
巨大なタンパク質分子に対して検出感度が極めて低い、(2) 同じ質量/電荷比をもつ異なるイオンは分離できない、
(3) 異なる中性分子を分離分析できないという原理的限界があった。これらの原理的限界の突破を可能とする超伝導
粒子検出器を開発し、その性能を実証した。この先端計測要素技術は、アルツハイマー病に代表される特定疾患と関
係が深いタンパク質凝集体形成メカニズムの解明や医薬品（抗体）のアレルギー原因解明等のバイオテクノロジー分
野、イオン化断面積基礎データ取得による大気圏中のイオン反応解明といった環境科学からエッチングや成膜で使わ
れるプラズマ中の多価イオン分析等のナノテクノロジー分野への貢献が期待される。

開発成果

　　　　　大久保雅隆（独立行政法人産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門・副研究部門長）

質量分析、超伝導検出器、巨大分子、抗体、アミロイドーシス

■参画機関名：浜松医科大学、コアックス（株）、岩通計測（株）
■開発期間：平成17～20年度

質量分析用超高感度粒子検出技術開発課題名

図1　フラットな感度の超伝導検出器と従来型検出器(MCP)に
よる質量スペクトル比較 図2　運動エネルギー質量分析の実現

チームリーダー

図3　超高感度と運動エネルギー質量分析で明らかにされた抗体試料中に存在する軽鎖と重鎖のフラグメントの例

　本要素技術は、バイオテクノロジーにおける生体分子
分析、環境科学におけるイオン反応分析、ナノテクノロジ
ーにおいて多用される成膜やナノスケールエッチングの
ようなプラズマプロセス分析等において、従来不可能で
あった分析を可能とする革命的な先端計測分析機器への
発展が期待される。

■バイオテクノロジー研究への貢献
　アルツハイマーに代表される特定疾患アミロイドーシ
スの研究や医療用抗体の製造においては、凝集体、多量
体あるいは抗体フラグメントが重要視されている。凝集体
や多量体は重篤な特定疾患や抗体投与後のアレルギーの
原因となる。このような巨大な生体分子の分析は、図1
に示すように一般の質量分析装置では不可能で、本要素
技術の超伝導検出器を使用することにより可能となる。
　従来の質量スペクトルでは、1価、2価、3価等のイオ
ンが重畳しており、質量スペクトルの解析が推測の域を

出ない。高分子に対する超高感度な性能と運動エネルギ
ー質量分析の能力を活かして、本来純粋であることが理
想である抗体(IgG)試料中に不純物として存在する、抗
体の軽鎖(L-chain)や重鎖(H-chain)のフラグメント、
それらとIgGの複合体、多量体が存在することを明らか
にすることができた。
■環境化学、ナノテクノロジーへの貢献
　窒素分子の2価イオンの分析が今まで不可能であった
ことは、単純な分子であるだけに驚きである。本要素技
術によりこれが可能となった。このような分子の分析やそ
のイオン化に関する基礎化学的知識の蓄積は、環境科学
におけるイオン反応や、ナノテクノロジー分野で多用され
るエッチングや成膜といったプラズマプロセスの分析に威
力を発揮すると期待される。また、従来の質量分析は原
理的にイオンを電場や磁場で分離するため中性粒子の質
量分析は困難であったが、運動エネルギー質量分析は、
これを可能とする画期的な質量分析機器を実現できる。

54



要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　質量分析は、一定のエネルギーに加速されたイオンを、分
子量を電荷数で割った値(m/z値)に従って時間的あるいは空
間的に分離して分析する。従来型の粒子検出器では、検出感
度が分子量の増加にしたがって低下することと、同じm/z値の
異なるイオン（例えば、N22+とN+）は分離できないという原
理的な限界がある。我々は、この2つの問題を解決できる「超
伝導検出器」を開発した。

■開発の成果
　図1は、従来型の検出器(マイクロチャネルプレート: 
MCP)と超伝導検出器で測定した質量スペクトルの比較であ
る。分子量に依存しない検出効率100%の超伝導粒子検出
器により、特定疾患の原因となるリゾチーム多量体が高分子量

領域まで分析できることが分かる（フラットな感度）。図2は、
価数によってイオンの運動エネルギーが変わることを利用し

て、同じm/z値であるN22+とN+を運動エネルギー軸上で質
量分析した初めての例を示す（運動エネルギー質量分析）。

得られた開発成果の概要

従来の分析装置の原理的限界を突破する性能を有する、画期的な質量分析性能を実現

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2007-184178、「粒子・光子検出器」、出願人：（独）産業技術総合研究所
2. 特願2007-184130、外国出願 2007-184130PCT、「熱シールド」、出願人：（独）産業技術総合研究所

【発表論文等】

1. S. Tomita, Y. Sato, M. Ohkubo, M. Ukibe, S. Hayakawa, “Pulse height reduction effects of superconducting tunnel junction particle 
detectors for low-energy light molecular ions,” Appl. Phys. Lett. 91 053507 (2007).

2. K. Suzuki, S. Miki, S. Shiki, Z. Wang, M. Ohkubo, “Time Resolution Improvement of Superconducting NbN Stripline Detectors for 
Time-of-Flight Mass Spectrometry,” Appl. Phys. Exp. 1031702 (2008).

3. S. Shiki, M. Ukibe, Y. Sato, S. Tomita, S. Hayakawa, M. Ohkubo, “Kinetic-energy-sensitive mass spectrometry for separation of 
different ions with the same m/z value,” J. Mass Spectrom. 43, 1686 (2008).

4. M. Ohkubo, “Superconducting detectors for particles from atoms to proteins,” Physica C 468, 1987 (2008).

5. A. Casaburi, N. Zen, K. Suzuki, M. Ejrnaes, S. Pagano, R. Cristiano, M. Ohkubo, “Subnanosecond time response of large-area 
superconducting stripline detectors for keV molecular ions,” Appl. Phys. Lett. 94, 212502 (2009).

6. 千葉かおり、陳銀児、志岐成友、浮辺雅宏、大久保雅隆、「超伝導MALDI TOF-MS装置を用いた電荷数識別質量分析～抗体中の残留フ
ラグメント解析～」、 J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. (in press).

課題概要

特定疾患研究から環境科学の基盤となる
超伝導粒子検出技術

　質量分析は、分子量を電荷数で割った比(質量/電荷比)によって粒子を分離分析する計測技術である。しかし、(1) 
巨大なタンパク質分子に対して検出感度が極めて低い、(2) 同じ質量/電荷比をもつ異なるイオンは分離できない、
(3) 異なる中性分子を分離分析できないという原理的限界があった。これらの原理的限界の突破を可能とする超伝導
粒子検出器を開発し、その性能を実証した。この先端計測要素技術は、アルツハイマー病に代表される特定疾患と関
係が深いタンパク質凝集体形成メカニズムの解明や医薬品（抗体）のアレルギー原因解明等のバイオテクノロジー分
野、イオン化断面積基礎データ取得による大気圏中のイオン反応解明といった環境科学からエッチングや成膜で使わ
れるプラズマ中の多価イオン分析等のナノテクノロジー分野への貢献が期待される。

開発成果

　　　　　大久保雅隆（独立行政法人産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門・副研究部門長）

質量分析、超伝導検出器、巨大分子、抗体、アミロイドーシス

■参画機関名：浜松医科大学、コアックス（株）、岩通計測（株）
■開発期間：平成17～20年度

質量分析用超高感度粒子検出技術開発課題名

図1　フラットな感度の超伝導検出器と従来型検出器(MCP)に
よる質量スペクトル比較 図2　運動エネルギー質量分析の実現

チームリーダー

図3　超高感度と運動エネルギー質量分析で明らかにされた抗体試料中に存在する軽鎖と重鎖のフラグメントの例

　本要素技術は、バイオテクノロジーにおける生体分子
分析、環境科学におけるイオン反応分析、ナノテクノロジ
ーにおいて多用される成膜やナノスケールエッチングの
ようなプラズマプロセス分析等において、従来不可能で
あった分析を可能とする革命的な先端計測分析機器への
発展が期待される。

■バイオテクノロジー研究への貢献
　アルツハイマーに代表される特定疾患アミロイドーシ
スの研究や医療用抗体の製造においては、凝集体、多量
体あるいは抗体フラグメントが重要視されている。凝集体
や多量体は重篤な特定疾患や抗体投与後のアレルギーの
原因となる。このような巨大な生体分子の分析は、図1
に示すように一般の質量分析装置では不可能で、本要素
技術の超伝導検出器を使用することにより可能となる。
　従来の質量スペクトルでは、1価、2価、3価等のイオ
ンが重畳しており、質量スペクトルの解析が推測の域を

出ない。高分子に対する超高感度な性能と運動エネルギ
ー質量分析の能力を活かして、本来純粋であることが理
想である抗体(IgG)試料中に不純物として存在する、抗
体の軽鎖(L-chain)や重鎖(H-chain)のフラグメント、
それらとIgGの複合体、多量体が存在することを明らか
にすることができた。
■環境化学、ナノテクノロジーへの貢献
　窒素分子の2価イオンの分析が今まで不可能であった
ことは、単純な分子であるだけに驚きである。本要素技
術によりこれが可能となった。このような分子の分析やそ
のイオン化に関する基礎化学的知識の蓄積は、環境科学
におけるイオン反応や、ナノテクノロジー分野で多用され
るエッチングや成膜といったプラズマプロセスの分析に威
力を発揮すると期待される。また、従来の質量分析は原
理的にイオンを電場や磁場で分離するため中性粒子の質
量分析は困難であったが、運動エネルギー質量分析は、
これを可能とする画期的な質量分析機器を実現できる。
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業におい
て、高感度・ハイスループットな質量分析が必須である。その
重要性は島津製作所の田中耕一フェローがノーベル賞を受賞
したことが如実に物語っている。現在最も高感度な質量分析
計は10-18モルという微量のタンパク質を検出することが理
論的に可能である。
　しかし、実際の測定現場において、そのような高感度分析が

行われることは残念ながらない。それは、10万種類のタンパ
ク質の一つ一つが、千差万別の形状と大きさをもち、化学的
な性質も様々で且つ不安定だからである。従ってタンパク質サ
ンプルは、容器・流路中のわずかな時間で分解・変性・吸着し
消失してしまう。そしてこの消失問題が質量分析の検出限界を
決めている。
　このように失いやすいサンプルを分析する唯一の方法は、
死容量（デッドボリューム）を極小化した流路を介し、濃縮した

状態で解析装置にサンプルを導入することである。これを実現
するには微小な容器と流路をデザインし、その極微空間でタ
ンパク質を取り扱わなければならない。また、質量分析計にサ
ンプルを導入する過程で混入が避けられない各種の微量異物
質が、S/N比を下げるとともに、サンプルのイオン化効率を妨
げ、実質的な解析感度を大幅に低下させている。従って、微量
異物質の混入を避け、微量サンプルを失うことなく、質量分析
計に導入する技術が不可欠なのである。
■開発の成果
　まず、微量のタンパク質サンプルを失うことなく、且つ妨害
物質の混入なく質量分析装置に導入するために、精密電鋳加
工法によるマイクロ流路を開発した。電鋳とは、金属塩溶液の
中に吊るした母型の上に、電気分解により金属を電着させ、母
型の持つパターンを正確に金属へと転写する技術である。電

鋳品は、構造が一体の金属であるため、微細な立体構造に高
い強度が付与出来る。この電鋳マイクロ流路により、サンプル
導入流路の死容量（デッドボリューム）を極小化し、微量のサ
ンプルを失うことなく質量分析装置に導入することに成功し
た。
　また、質量分析計にサンプルを導入する過程で混入が避け
られない各種の微量異物質混入の問題を解決するため、無発
塵精密ロボットによる精密分注技術も開発した。それにより、
ノイズ源あるいはイオン化を阻害する微量異物質を根絶する
ことに成功した。
　その結果、これまで検出不可能であった微弱な、あるいはノ
イズに埋もれていたシグナルから有意なアミノ酸配列情報を
効率よく取得可能となり、実際の生物材料を用いた検出感度
は200倍以上という、飛躍的な高感度化を達成した。

得られた開発成果の概要

電鋳マイクロ流路により、超微量タンパク質の質量分析を可能に

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特開2007-142159、「流路形成体の製造方法と流路形成体」、出願人：（株）テクニスコ
2. 特願2007-144768、「流路切替装置」、出願人：（独）理化学研究所、（独）産業技術総合研究所

課題概要

タンパク質超高感度質量分析のための
次世代サンプル導入システムの開発

　最新の質量分析計は10-18モルという超微量のタンパク質を検出することが理論的には可能である。しかし、タンパ
ク質一つ一つが様々な形状・性質を持ち不安定なため、容易に吸着分解・消失してしまい、実際には、超高感度分析を
行うことは極めて困難である。この問題を克服し、質量分析によるタンパク質解析の感度を飛躍的に向上させるため、
ここ数年急速に進歩した超微細金属成形加工法（精密電鋳）と精密ロボットを組み合わせたサンプル前処理・質量分析
導入システムの開発を行う。

開発成果

　　　　　夏目　徹（独立行政法人産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター・研究チーム長）

タンパク質微量解析、質量分析、プロテオミクス

■参画機関名：（独）理化学研究所、（株）テクニスコ、日京テクノス（株）
■開発期間：平成16～19年度　（「機器開発プログラム」において引き続き開発実施中）

超高感度質量分析のためのサンプル前処理・導入システムの開発開発課題名

　本課題では、タンパク質サンプルの消失という本質的
な問題に日本の強み（精密電鋳加工法とロボット技術）を
活かして取り組み、分析に付きものである流路中の死容
量（デッドボリューム）とノイズ源を大幅に減少し、超高感
度な分析を実現した。実際に示されたスペックは世界のト
ップレベルの水準を凌駕し、世界「ダントツ」トップである。
このような技術を普及し産業化することは、医学･生命科
学･バイオテクノロジー産業の分野において、極めて大き
い波及効果をもたらすものと期待される。
■医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業へ
の貢献
　医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業に
おいて、高感度・ハイスループットな質量分析によるタン
パク質の解析が必須である。なぜなら、生体を構成する
一つの細胞の中には10数万種類以上の様々なタンパク

質がネットワークや複合体を構成し機能しているからであ
る。そのようなタンパク質を分析するためには、細胞から
大量のタンパク質を抽出し単離精製しなければならず、
たった一つのタンパク質を分析するために数年の月日を
要することも少なくなかった。しかし、質量分析技術の進
歩と本プログラムの成果により、わずかな試料からたった
1時間で数千のタンパク質を同時に解析することが可能
となった。これにより、疾患の発症メカニズムや、診断マ
ーカーあるいは創薬ターゲットの決定等が短時間に大規
模に行えるようになった。
　今回の開発により、さらなる高感度化とハイスループッ
ト化が可能な、発展型の装置への目処も立った。この発
展型の装置の実現は、従来の質量分析という手法の概念
を凌駕する、質量分析の新たなパラダイムへのシフトを
促すであろう。

電鋳マイクロ流路の外観 次世代サンプル導入システムの全体図

チームリーダー
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業におい
て、高感度・ハイスループットな質量分析が必須である。その
重要性は島津製作所の田中耕一フェローがノーベル賞を受賞
したことが如実に物語っている。現在最も高感度な質量分析
計は10-18モルという微量のタンパク質を検出することが理
論的に可能である。
　しかし、実際の測定現場において、そのような高感度分析が

行われることは残念ながらない。それは、10万種類のタンパ
ク質の一つ一つが、千差万別の形状と大きさをもち、化学的
な性質も様々で且つ不安定だからである。従ってタンパク質サ
ンプルは、容器・流路中のわずかな時間で分解・変性・吸着し
消失してしまう。そしてこの消失問題が質量分析の検出限界を
決めている。
　このように失いやすいサンプルを分析する唯一の方法は、
死容量（デッドボリューム）を極小化した流路を介し、濃縮した

状態で解析装置にサンプルを導入することである。これを実現
するには微小な容器と流路をデザインし、その極微空間でタ
ンパク質を取り扱わなければならない。また、質量分析計にサ
ンプルを導入する過程で混入が避けられない各種の微量異物
質が、S/N比を下げるとともに、サンプルのイオン化効率を妨
げ、実質的な解析感度を大幅に低下させている。従って、微量
異物質の混入を避け、微量サンプルを失うことなく、質量分析
計に導入する技術が不可欠なのである。
■開発の成果
　まず、微量のタンパク質サンプルを失うことなく、且つ妨害
物質の混入なく質量分析装置に導入するために、精密電鋳加
工法によるマイクロ流路を開発した。電鋳とは、金属塩溶液の
中に吊るした母型の上に、電気分解により金属を電着させ、母
型の持つパターンを正確に金属へと転写する技術である。電

鋳品は、構造が一体の金属であるため、微細な立体構造に高
い強度が付与出来る。この電鋳マイクロ流路により、サンプル
導入流路の死容量（デッドボリューム）を極小化し、微量のサ
ンプルを失うことなく質量分析装置に導入することに成功し
た。
　また、質量分析計にサンプルを導入する過程で混入が避け
られない各種の微量異物質混入の問題を解決するため、無発
塵精密ロボットによる精密分注技術も開発した。それにより、
ノイズ源あるいはイオン化を阻害する微量異物質を根絶する
ことに成功した。
　その結果、これまで検出不可能であった微弱な、あるいはノ
イズに埋もれていたシグナルから有意なアミノ酸配列情報を
効率よく取得可能となり、実際の生物材料を用いた検出感度
は200倍以上という、飛躍的な高感度化を達成した。

得られた開発成果の概要

電鋳マイクロ流路により、超微量タンパク質の質量分析を可能に

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特開2007-142159、「流路形成体の製造方法と流路形成体」、出願人：（株）テクニスコ
2. 特願2007-144768、「流路切替装置」、出願人：（独）理化学研究所、（独）産業技術総合研究所

課題概要

タンパク質超高感度質量分析のための
次世代サンプル導入システムの開発

　最新の質量分析計は10-18モルという超微量のタンパク質を検出することが理論的には可能である。しかし、タンパ
ク質一つ一つが様々な形状・性質を持ち不安定なため、容易に吸着分解・消失してしまい、実際には、超高感度分析を
行うことは極めて困難である。この問題を克服し、質量分析によるタンパク質解析の感度を飛躍的に向上させるため、
ここ数年急速に進歩した超微細金属成形加工法（精密電鋳）と精密ロボットを組み合わせたサンプル前処理・質量分析
導入システムの開発を行う。

開発成果

　　　　　夏目　徹（独立行政法人産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター・研究チーム長）

タンパク質微量解析、質量分析、プロテオミクス

■参画機関名：（独）理化学研究所、（株）テクニスコ、日京テクノス（株）
■開発期間：平成16～19年度　（「機器開発プログラム」において引き続き開発実施中）

超高感度質量分析のためのサンプル前処理・導入システムの開発開発課題名

　本課題では、タンパク質サンプルの消失という本質的
な問題に日本の強み（精密電鋳加工法とロボット技術）を
活かして取り組み、分析に付きものである流路中の死容
量（デッドボリューム）とノイズ源を大幅に減少し、超高感
度な分析を実現した。実際に示されたスペックは世界のト
ップレベルの水準を凌駕し、世界「ダントツ」トップである。
このような技術を普及し産業化することは、医学･生命科
学･バイオテクノロジー産業の分野において、極めて大き
い波及効果をもたらすものと期待される。
■医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業へ
の貢献
　医学･生命科学分野･製薬・バイオテクノロジー産業に
おいて、高感度・ハイスループットな質量分析によるタン
パク質の解析が必須である。なぜなら、生体を構成する
一つの細胞の中には10数万種類以上の様々なタンパク

質がネットワークや複合体を構成し機能しているからであ
る。そのようなタンパク質を分析するためには、細胞から
大量のタンパク質を抽出し単離精製しなければならず、
たった一つのタンパク質を分析するために数年の月日を
要することも少なくなかった。しかし、質量分析技術の進
歩と本プログラムの成果により、わずかな試料からたった
1時間で数千のタンパク質を同時に解析することが可能
となった。これにより、疾患の発症メカニズムや、診断マ
ーカーあるいは創薬ターゲットの決定等が短時間に大規
模に行えるようになった。
　今回の開発により、さらなる高感度化とハイスループッ
ト化が可能な、発展型の装置への目処も立った。この発
展型の装置の実現は、従来の質量分析という手法の概念
を凌駕する、質量分析の新たなパラダイムへのシフトを
促すであろう。

電鋳マイクロ流路の外観 次世代サンプル導入システムの全体図
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　我々は、生体組織を、ナノスケールの分解能でのイメージン
グを可能にする「探針エレクトロスプレー質量分析（probe 
electrospray ionization/MS:PESI/MS）装置」を開発する。
生体試料や、工業製品などを対象とした既存のイメージング質量
分析法は、レーザー脱離イオン化法（MALDIおよびLDI）、二次イ
オン質量分析法（SIMS）であるが、試料を大気圧下でそのまま
の状態に保ちつつ、かつ非破壊でイメージング像を実時間ナノス
ケール計測する質量分析法はこれまで開発されていない。
　2002年のノーベル化学賞の対象となった「エレクトロスプ
レー」は、ライフサイエンス分野など多分野において汎用され

ている。この方法では、高電圧が印加された金属キャピラリーに
電解質溶液を含む溶液を送液し、キャピラリーの先端から流出
する液体試料を帯電液滴として噴霧させる。噴霧された帯電液
滴から溶媒が気化すると帯電液滴内の同符号のイオン間のク
ーロン反発によって、帯電液滴中のイオンが気相に脱離し、これ
を質量分析することにより分析種がイオンとして検出される。
■開発の成果
　エレクトロスプレーには、通常キャピラリーが使用される。エ
レクトロスプレーにおけるイオンシグナルは、試料の流量には依
存せず、濃度に依存するという傾向がある。これは、試料の流
量を減らすことで検出感度が上がることを意味する。このため、

図1に示すようなエレクトロスプレーのナノ化が進んでいる。ナ
ノエレクトロスプレーにおけるキャピラリー内径は～1μmが下
限である。これは、キャピラリーの目詰まりやスプレーしにくさ
に起因する。そこで、我々は図1に示すような探針を用いるエ
レクトロスプレーを開発した。探針エレクトロスプレーのシステ
ムを図2に示す。先端曲率半径が400nm程度の探針を上下
運動させる。下至点において探針先端と液体試料をわずかに接
触させた後、上方に移動させ、上至点付近において3kV程度
の高電圧を印加し、探針先端に捕捉した試料をエレクトロスプ
レーさせ、生成イオンを真空に導入して質量分析する。これま

でに以下のような成果が得られている。
1． 探針先端に捕捉される液量はpLオーダーから数100fL
（曲率半径400nmの探針使用）。
2． 高電圧印加後、数ms経つと探針先端にfL程度の液滴が
現れ、ここからエレクトロスプレーが発生する。スプレーさ
れた液滴直径は数10nm以下と見積もられる。

3． 生理食塩水濃度の生体試料に対して、一回の試料採取で、
試料由来の強いイオンシグナルが得られるが、塩由来のシ
グナルはほとんど現れない（塩によるサプレッション効果が
ない）。

得られた開発成果の概要

「探針エレクトロスプレー」で生体組織の直接・低侵襲な質量分析を可能に

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2008-513335 / US2009140137 / EP2017610、「エレクトロスプレーによるイオン化方法および装置」
（WO2007126141）、出願人：国立大学法人山梨大学

【発表論文等】

1. K. Hiraoka, K. Nishidate, K. Mori, D. Asakawa, and S. Suzuki, "Development of probe electrospray using a solid needle", Rapid 
Commun. Mass Spectrom. 2007, 21, 3139-3144.

2. L. C. Chen, K. Nishidate, Y. Saito, K. Mori, D. Asakawa, S. Takeda, T. Kubota, H. Hori, and K. Hiraoka, “Characteristics of probe 
electrospray generated from a solid needle”, J. Phys. Chem., B, 2008, 11161.

3. L. C. Chen, K. Nishidate, Y. Saito, K. Mori, D. Asakawa, S. Takeda, T. Kubota, N. Terada, Y. Hashimoto, H. Hori, and K. Hiraoka, 
“Application of probe electrospray to direct ambient analysis of biological samples”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 22, 2366 (2008).

課題概要

探針エレクトロスプレーの生体試料への応用

　大気圧下、前処理なしの生体組織を光学顕微鏡観測下で直接局所質量分析する走査エレクトロスプレー分子イメー
ジング装置を開発する。XYZ軸駆動探針を、Z方向駆動の振動数：数Hz、振幅：数mmで上下振動させ、μmオーダ
ー空間分解能で生体試料と接触させて、針先に試料分子を捕捉する。探針先端に捕捉した試料分子をエレクトロスプレ
ーによって脱離イオン化し、直交型飛行時間質量分析計を用いて質量分析する。この走査をXY方向に掃引し、生体試
料のナノ領域分子イメージング像を測定する。

開発成果

　　　　　平岡賢三  （山梨大学クリーンエネルギー研究センター・特任教授)

探針エレクトロスプレー、生体ナノイメージング、細胞計測、バイオマーカー探索

■参画機関名：山梨大学大学院医学工学総合研究部（工学部、医学部）、（独）理化学研究所
■開発期間：平成18～21年度（予定）

走査エレクトロスプレーによる分子イメージング開発課題名

図2　探針エレクトロスプレーのシステム図1　エレクトロスプレーのダウンサイジング

図４　PESIによるオートマチック連続測定例

■医薬学分野、工学・農学・食品製造等への貢献
　探針エレクトロスプレーは、生体試料などほとんどあら
ゆる液状試料に適用できる。図３にマウス脳の直接測定
で得られたイメージング像を示す。図4は、多くの試料を
連続的に自動計測する装置の一例を示す。このように、
探針エレクトロスプレーは試料調製が不要で、その場・リ
アルタイム質量分析が可能なので、以下のような広い応
用展開が考えられる。
1． 生体組織の機能や疾患の予防・診断に役立つバイオ
マーカーの探索や、低侵襲生体試料分析への応用

2． μm以下の空間分解能をもつナノイメージング（バイ
オプシー、細胞など）

3． 生体反応（経時変化）追跡
4． 試料無調製でその場・リアルタイム分析可能：医薬
学分野に加え、工学・農学・食品製造等における分野
の品質管理と迅速フィードバック（speaking sample 
approach）

5． フィールド対応可搬型探針エレクトロスプレー／質量
分析装置への展開

チームリーダー

図３　PESIによるマウス脳のイメージング像の測定例
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　我々は、生体組織を、ナノスケールの分解能でのイメージン
グを可能にする「探針エレクトロスプレー質量分析（probe 
electrospray ionization/MS:PESI/MS）装置」を開発する。
生体試料や、工業製品などを対象とした既存のイメージング質量
分析法は、レーザー脱離イオン化法（MALDIおよびLDI）、二次イ
オン質量分析法（SIMS）であるが、試料を大気圧下でそのまま
の状態に保ちつつ、かつ非破壊でイメージング像を実時間ナノス
ケール計測する質量分析法はこれまで開発されていない。
　2002年のノーベル化学賞の対象となった「エレクトロスプ
レー」は、ライフサイエンス分野など多分野において汎用され

ている。この方法では、高電圧が印加された金属キャピラリーに
電解質溶液を含む溶液を送液し、キャピラリーの先端から流出
する液体試料を帯電液滴として噴霧させる。噴霧された帯電液
滴から溶媒が気化すると帯電液滴内の同符号のイオン間のク
ーロン反発によって、帯電液滴中のイオンが気相に脱離し、これ
を質量分析することにより分析種がイオンとして検出される。
■開発の成果
　エレクトロスプレーには、通常キャピラリーが使用される。エ
レクトロスプレーにおけるイオンシグナルは、試料の流量には依
存せず、濃度に依存するという傾向がある。これは、試料の流
量を減らすことで検出感度が上がることを意味する。このため、

図1に示すようなエレクトロスプレーのナノ化が進んでいる。ナ
ノエレクトロスプレーにおけるキャピラリー内径は～1μmが下
限である。これは、キャピラリーの目詰まりやスプレーしにくさ
に起因する。そこで、我々は図1に示すような探針を用いるエ
レクトロスプレーを開発した。探針エレクトロスプレーのシステ
ムを図2に示す。先端曲率半径が400nm程度の探針を上下
運動させる。下至点において探針先端と液体試料をわずかに接
触させた後、上方に移動させ、上至点付近において3kV程度
の高電圧を印加し、探針先端に捕捉した試料をエレクトロスプ
レーさせ、生成イオンを真空に導入して質量分析する。これま

でに以下のような成果が得られている。
1． 探針先端に捕捉される液量はpLオーダーから数100fL
（曲率半径400nmの探針使用）。
2． 高電圧印加後、数ms経つと探針先端にfL程度の液滴が
現れ、ここからエレクトロスプレーが発生する。スプレーさ
れた液滴直径は数10nm以下と見積もられる。

3． 生理食塩水濃度の生体試料に対して、一回の試料採取で、
試料由来の強いイオンシグナルが得られるが、塩由来のシ
グナルはほとんど現れない（塩によるサプレッション効果が
ない）。

得られた開発成果の概要

「探針エレクトロスプレー」で生体組織の直接・低侵襲な質量分析を可能に

上記成果の科学技術的根拠
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“Application of probe electrospray to direct ambient analysis of biological samples”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 22, 2366 (2008).

課題概要

探針エレクトロスプレーの生体試料への応用

　大気圧下、前処理なしの生体組織を光学顕微鏡観測下で直接局所質量分析する走査エレクトロスプレー分子イメー
ジング装置を開発する。XYZ軸駆動探針を、Z方向駆動の振動数：数Hz、振幅：数mmで上下振動させ、μmオーダ
ー空間分解能で生体試料と接触させて、針先に試料分子を捕捉する。探針先端に捕捉した試料分子をエレクトロスプレ
ーによって脱離イオン化し、直交型飛行時間質量分析計を用いて質量分析する。この走査をXY方向に掃引し、生体試
料のナノ領域分子イメージング像を測定する。

開発成果

　　　　　平岡賢三  （山梨大学クリーンエネルギー研究センター・特任教授)

探針エレクトロスプレー、生体ナノイメージング、細胞計測、バイオマーカー探索

■参画機関名：山梨大学大学院医学工学総合研究部（工学部、医学部）、（独）理化学研究所
■開発期間：平成18～21年度（予定）

走査エレクトロスプレーによる分子イメージング開発課題名

図2　探針エレクトロスプレーのシステム図1　エレクトロスプレーのダウンサイジング

図４　PESIによるオートマチック連続測定例

■医薬学分野、工学・農学・食品製造等への貢献
　探針エレクトロスプレーは、生体試料などほとんどあら
ゆる液状試料に適用できる。図３にマウス脳の直接測定
で得られたイメージング像を示す。図4は、多くの試料を
連続的に自動計測する装置の一例を示す。このように、
探針エレクトロスプレーは試料調製が不要で、その場・リ
アルタイム質量分析が可能なので、以下のような広い応
用展開が考えられる。
1． 生体組織の機能や疾患の予防・診断に役立つバイオ
マーカーの探索や、低侵襲生体試料分析への応用

2． μm以下の空間分解能をもつナノイメージング（バイ
オプシー、細胞など）

3． 生体反応（経時変化）追跡
4． 試料無調製でその場・リアルタイム分析可能：医薬
学分野に加え、工学・農学・食品製造等における分野
の品質管理と迅速フィードバック（speaking sample 
approach）

5． フィールド対応可搬型探針エレクトロスプレー／質量
分析装置への展開

チームリーダー

図３　PESIによるマウス脳のイメージング像の測定例
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得られた開発成果の概要

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. K. Moritani, G. Mukai, M. Hashinokuchi, and K. Mochiji, “Site-specific fragmentation of polystyrene molecule using size-selected 
Ar gas cluster ion beam”, Applied Physics Express 2, 046001 (2009). 

2. K. Mochiji, M. Hashinokuchi, K. Moritani, and N. Toyoda, “Matrix-free detection of intact ions from proteins in argon-cluster SIMS”, 
Rapid Commun. Mass Spectrom. 23, 648-652 (2009).

3. K. Moritani, M. Hashinokuchi, J. Nakagawa, T. Kashiwagi, N. Toyoda, and K. Mochiji, “Extremely low energy projectiles for SIMS 
using size-selected gas cluster ions”, Appl. Surf. Sci. 255, 948-950 (2008).

課題概要

生体応用のための極低損傷SIMSの開発

　数千個以上の気体原子で構成される巨大ガスクラスターイオンを一次イオンに利用し、照射損傷の極めて小さい二
次イオン質量分析(SIMS)の基本技術を開発する。ガスクラスターイオンの構成原子数と加速電圧を制御することによ
り、構成原子あたりの運動エネルギーを1eV以下まで低下できるとともに、２次イオン生成率を従来の単原子イオン
照射に比べて１～２桁増大させることができる。これらの特長を利用して、有機物分子構造の非破壊計測や１原子層の
分解能で深さ方向分析が可能な高性能クラスターSIMSの実現を目指す。

開発成果

　　　　　持地広造（兵庫県立大学大学院工学研究科・教授）

SIMS（二次イオン質量分析）、クラスターイオン、生体分子、タンパク質

■参画機関名：（株）トヤマ、島根大学（生物資源科学部）
■開発期間：平成１８～２１年度（予定）

ガスクラスターSIMS基本技術の開発開発課題名

　現在、高い分子量を持つ生体分子の質量分析には
MALDI法（マトリックス支援レーザー脱離イオン化法）が
主に利用されている。しかし、この方法はレーザー照射に
よる試料分子の分解を緩和するためのマトリクッス剤を
試料に混ぜる必要がある。今回開発したSIMSではマトリ
ックス剤が必要ないので、固体や薄膜の試料をそのまま
の状態で計測できる。これにより応用範囲が飛躍的に拡
がる。化学工業などにおける有機材料の表面分析のニー
ズは、ますます高まっている。さらに最近、バイオチップや

バイオセンサーなど生体高分子を利用したバイオデバイ
スの開発が盛んとなっていることから、分子レベルでのデ
バイスの評価が必要とされている。今回計測されたチトク
ロームCの分子イオンの分子量（12,327）は、これまで
SIMSで計測された最大の値である。今後、有機材料表面
上の極微量分析やデバイス上に固定化された生体高分
子の分析などに本開発方法を応用することにより、ライフ
サイエンスやバイオテクノロジー分野におけるSIMSの
新しい貢献が期待される。

■開発の背景／経緯
　現在のSIMSでは一次イオン照射による試料分子の解離が
起きるため、解離させずに検出できる分子の分子量は500
～ 1000程度にとどまっており、このことがSIMSを生体分
子へ応用するうえで大きな障害となっていた。最近では、試料
分子の解離や二次イオン収率の改善を目指して、従来の単原
子イオンに代わって、BimやAunなどの金属クラスター やC60
など分子のイオンが一次イオンに利用され始めている。しかし、
これらのイオンの構成原子数はたかだか10程度であるため、
１原子当たりの運動エネルギー（イオンの加速エネルギーを構

成原子数で割った値）は100eVレベルにとどまっていた。こ
のため生体分子のような大きな分子イオンを解離させずに脱
離させることが困難であった（図１）。
■開発の成果
　本開発グループは、１イオン当たり数百から数千の構成原
子数からなるガスクラスターイオンに着目し、これを一次イオ
ンに利用したSIMSの開発を進めてきた（図１）。開発した
SIMS装置は５つの部分より構成される（図２）。数気圧以上
のアルゴンガスを直径0.1mmのノズルから断熱膨張させた
時の冷却効果によって、アルゴンクラスターが生成される。こ

れらのクラスターを電子衝撃によってイオン化した後、イオン
を加速して構成原子数選別部へ送る。ここでは、エネルギーの
等しいイオンが所定距離を飛行する時間がイオンの質量で決
まることを利用して、クラスターイオンの構成原子数を選別す
る。この結果、加速電圧を5～10 kVに設定した場合、１原子
あたりの運動エネルギーを1～20 eVの範囲で調整して試料
に照射することが可能となった。試料から放出された二次イオ
ンは、リフレクトロン型質量分析計によって計測した。開発した
SIMS装置をいくつかの生体分子の薄膜試料に応用した結果、

１原子あたりの運動エネルギーを5eV程度（分子の解離エネ
ルぎーに相当）以下に設定すると、生体分子の解離が飛躍的
に抑えられことが判明した。この事実を利用して、インシュリン
（分子量：5,808）とチトクロームＣ（分子量：12,327）の試
料をマトリックス化せずに、これらの分子イオンを非解離状態
で検出することに成功した。測定した二次イオンスペクトルに
は、非解離状態の分子イオン(M+)に加えて２分子が会合した
イオン(2M+)や２価の分子イオン(M2+)が明瞭に計測された
（図３）。

図１　本開発および従来の一次イオン照射方法の比較

図２　開発したSIMS装置の全体構成

チームリーダー

図３　インシュリンおよびチトクロームCの二次イオン質量スペクトル
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■開発の背景／経緯
　ナノメータスケールの構造体の計測のため走査トンネル顕
微鏡が用いられるが、1つ探針を有する場合、形状等は計測
できるが、その電気伝導特性の直接的な計測は不可能である。
このため我々は、4本の探針を備えた走査トンネル顕微鏡
（STM）装置を開発し、ナノメータスケールの構造体の電気伝
導特性の計測を可能とする。
■開発の成果
　1台のコントローラで4本の探針を有機的・統合的に駆動・
制御する（図1）。そのために、（1）探針位置を観察する走査
電子顕微鏡（SEM）とSTMの統合コントローラ、（2）吸収電
流像による各探針位置の自動認識法、（3）複数の測定モード

（STM測定、グリーン関数測定、4探針電気伝導測定）を切り
替えられるプリアンプ、などを開発した。また、アスペクト比の
高い導電性カーボンナノチューブ（CNT）探針も開発した。導
電性および機械的耐久性を確保するため、パルスレーザ蒸着
法によって探針全体を金属被覆する技術を開発した（図2）。
これにより、探針間隔を20nm程度まで近づけて電気伝導度
測定が可能となった。この装置は、ナノメータスケールのデバ
イスやナノワイヤ、量子ドット、表面原子層、DNA分子、高分

子膜や鎖、などの電気伝導特性の計測に汎用的に利用できる
ため、ナノサイエンス・ナノテクノロジーに重要な計測装置と
なる。また、複数本の探針によるSTS（走査トンネル分光）計

測を行えば、今までに不可能だったグリーン関数の直接計測も
可能となり、電子波動関数の伝播や寿命に関する情報が得ら
れる。

得られた開発成果の概要

4本のカーボンナノチューブ探針によって半導体集積回路の評価などを可能に

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2007-039718、「プローブの位置決め装置」、出願人：東京大学、（株）ユニソク

【発表論文等】

1. S. Yoshimoto, Y. Murata, K. Kubo, K. Tomita, K. Motoyoshi, T. Kimura, H. Okino, R. Hobara, I. Matsuda, S. Honda, M. Katayama, 
and S. Hasegawa: "Four-Point Probe Resistance Measurements Using PtIr-Coated Carbon Nanotube Tips", Nano Letters 7, 956 
(2007).

2. R. Hobara, N. Nagamura, S. Hasegawa, I. Matsuda, Y. Yamamoto, K. Ishikawa, and T. Nagamura: "Variable-Temperature 
Independently-Driven Four-Tip Scanning Tunneling Microscope", Review of Scientific Instruments 78, 053705 (2007).

3. H. Konishi, Y. Murata, W. Wongwiriyapan, M. Kishida, K. Tomita, K. Motoyoshi, S. Honda, and M. Katayama, S. Yoshimoto, K. 
Kubo, R. Hobara, I. Matsuda, and S. Hasegawa, M. Yoshimura, J.-G. Lee and H. Mori: "High-yield synthesis of conductive carbon 
nanotube tips for multiprobe scanning tunneling microscope", Review of Scientific Instruments 78, 013703 (2007).

課題概要

4探針走査トンネル顕微鏡

　走査トンネル顕微鏡（STM）に4本の探針を組み込み、お互いの位置関係を認識しながら独立に駆動して電気計測を
可能とする「4探針STM制御系」、および金属層や誘電体層で被覆して多様な機能をもたせた「被覆型カーボンナノチュ
ーブ探針」を開発する。これにより次世代ナノテクノロジーのためのナノスケール電気計測法として「4探針STM法」を
確立し、さらに今までにない画期的な「グリーン関数STM法」を実現する。

開発成果

　　　　　長谷川修司（東京大学大学院理学系研究科・准教授）

マルチプローブ顕微鏡、ナノ電気伝導、カーボンナノチューブ探針

■参画機関名：大阪大学、（株）ユニソク
■開発期間：平成16～18年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）ユニソクが引き続き開発実施中）

4探針STMの制御系および多機能ナノチューブ探針の開発開発課題名 　この装置は下記の計測ニーズに貢献でき、研究用の試
作器としてではあるが既に年間数台販売されている。

■半導体産業の研究開発・品質管理の現場への寄与
　現在、半導体産業の研究開発・品質管理の現場におい
て、半導体集積回路の特性評価・不良箇所の解析等のた
めに、プローバーという装置が広く用いられている。それ
は、複数本の金属探針をSEMまたは光学顕微鏡観察し
ながら集積回路の特定の箇所に接触させて電気信号を
検出する装置である。デバイスのサイズがナノメータ領
域まで小さくなると、現状のプローバーの分解能では不
十分となり、STMの原子レベルの探針位置制御および
極細な導電性探針が必要となる。金属被覆した導電性
CNTを装着した本4探針STM装置は、まさにその性能
を有しており、このニーズに貢献できる。
■ナノエレクトロニクス・生物物理学研究への寄与
　各種ナノワイヤ、高分子鎖、DNA分子、量子ドット、超格
子原子層などは、ナノエレクトロニクスまたは分子エレク
トロニクスでのデバイス・コンポーネントとして利用されよ
うとしているが、それらナノメータスケール構造体の電気
伝導特性の評価のために本4探針STM装置がすでに有
効活用されている。また、SEMではなく、光学顕微鏡を用
いて大気中・液中で4探針STMを稼動させれば、神経細
胞など生体試料の電気特性の測定にも利用できる。
■実験物理学への寄与
(1) ナノ電子輸送物理への寄与
　電子波長程度（サブミクロン・スケール）の構造体の電

子輸送現象を扱う「メゾスコピック物理」をさらに進化さ
せ、ナノメータ・スケール構造体の電子輸送物理の計測手
法として不可欠な実験装置となる。リソグラフィ技術に依
らずに、複数本の探針を電極として利用できるため、本装
置は汎用性が極めて高いと言える。電子のコヒーレンス
長以内で複数本の探針でキャリアの入出力を行えるの
で、キャリアの干渉効果、多体効果、量子もつれ状態など
の研究に有用である。
(2) グリーン関数の実空間マッピングへの寄与
　単一探針STM装置では、個々の原子や分子を直接観
察できただけでなく、電子波動関数を可視化することがで
き、物理学に大きなインパクトを与えた。本多探針STMで
は、さらに進んで、電子波動関数の伝播を記述するグリー
ン関数の可視化が可能であることが理論的に予言されて
いる。それを実現した例は未だ無いが、それが実現すれ
ば、実験物理学史上、極めて大きな学問的なインパクトを
与えることは間違いない。
(3) ナノスピントロニクスへの寄与
　伝導電子のスピンの向きを制御し、それを利用して情
報処理をするスピントロニクスと呼ばれる分野の研究が
盛んに行われているが、本プログラムで開発した磁性体
被覆カーボンナノチューブ探針を用いると、スピン偏極し
た電子を試料に注入することができる。それにより、スピ
ンホール効果など、スピン輸送に関わる新しい物理現象
の実験が可能となり、ナノスピントロニクスの研究に貢献
できる。

図2　さまざまな金属で被覆したCNT探針のTEM像図1　4本のPtIr被覆CNT探針による電気伝導計測
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要素技術プログラム
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　ナノテクノロジー、特にナノ構造体を産業技術に展開する上
で、ナノ構造体の形態（形状）計測が可能な原子間力顕微鏡
（AFM）の活用が必須である。しかし、AFMでは、プローブ形状
が含まれた情報として計測対象表面の三次元形状が画像化さ
れ、正確な表面形状の測定が容易ではない。そこで我々は、プ
ローブによる形状誤差を取り除き、ナノ構造体の正確な形態評
価を可能にする評価技術と評価用標準物質の開発を行った。
■開発の成果
　プローブに由来する形状誤差には、プローブ形状そのものに
よるものと、プローブと試料の相互作用に基づくものが存在す
る。まずAFMのプローブ形状を測定するため、プローブと同等
以下のサイズのナノ構造を標準試料として作成した。半導体超
格子の断面をエッチングする方法を開発し、13種類の櫛型間

隙構造（5nm～100nm）、5nmの薄板ナイフエッジ、30nm
ピッチ（12周期）の校正用グレーティングを持つ試料を作製し
た。その際ウエハーの張合せ技術を利用し、パターンが試料の
中央に配置される形で試作した。その断面TEM画像とパター
ンの概略が図1である。
　次に、プローブや試料の弾性変形による形状誤差を検出す
るために、プローブ先端が試料に接触する際のカンチレバーの
非線形振動に由来する高調波を検出し、変形の少ない条件で
の観察可能な装置を開発した。プローブとの相互作用による形
状誤差は、標準試料のAFM画像を測定する場合にも生じる。
引力領域の制御では、プローブが基準構造から離れているた
めプローブは太く観察され、強い斥力の領域では過剰に細く観
察される。この効果が、凸構造と凹構造で異なることを利用し、
最適条件でプローブ形状を測定する方法を確立した。

　ナノ材料の幅を計測する場合には、横方向を弱い接触状態
にする必要がある。AFMプローブが試料の側面で接触した場
合の位相変化を用いる位相変化検出法を開発し、この測定条
件を実現した。更にこの方法で測定した画像を、プローブ形状
情報を用いて画像補正し、1nmの精度で形状の測定を可能に
する技術を開発した。これら開発技術の総合評価のために、図
2に示すNISTトレーサブルな線幅（保証値：45.7nm ±0.7nm）
を計測した。見かけ線幅の測定値（69.4nm）から探針幅

(24.0nm)を差し引いて線幅を求めたところ、その値は
45.4nmであり、線幅スタンダードの保証値と誤差の範囲で
一致することを確認した。
　さらに高精度にプローブ径を測定するために、櫛型構造にカ
ーボンナノチューブを架橋させた試料の試作も行った。このタ
イプは、より高い精度でプローブ形状を計測する用途が期待
される。

得られた開発成果の概要

AFMプローブの形状評価方法を標準化して、ナノ材料計測の精密度、信頼性を向上
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from 50nm to 5nm", SCANNING 2008, April 2008, NIST (USA).

課題概要

AFM探針評価試料の作製と
ナノ材料の高精度形状計測

　原子間力顕微鏡（AFM）においては探針の先端形状のわずかな違いが測定結果（観察画像）に大きな影響を与える。
本開発では、先端形状評価用標準試料と評価技術の確立をめざす。化合物半導体成膜技術を応用して、5～100nm
の凸凹周期構造と1nm精度の孤立構造を持つ標準試料を開発し、探針形状の精密測定を可能にする。さらに標準試
料による形状補正アルゴリズムを開発して、AFMにおけるナノ測定の定量化、標準化に貢献する。

開発成果

　　　　　一村信吾（独立行政法人産業技術総合研究所・理事）

原子間力顕微鏡、探針、プローブ、プローブキャラクタライザ、CD計測

■参画機関名：東京理科大学、（独）物質・材料研究機構、NTTアドバンステクノロジ（株）
■開発期間：平成17～20年度 
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」においてNTT-ATナノファブリケーション（株）が引き続き開発実施中）

AFM探針形状評価技術の開発開発課題名

■新規ナノ材料開発や、生体関連試料などの精密観測技
術開発への貢献
　産業界で多用される振幅制御方式のダイナミック
AFMにおいて、5～8nm径のカーボンナノチューブの
形態を識別することができた[発表論文1]。この成果は、
カーボンナノチューブを代表とする新規ナノ材料開発や、
生体関連試料など柔らかい材料の精密観測技術開発に
繋がるものとして期待される。
■半導体素子開発への貢献
　CD-SEM（側長走査電子顕微鏡）に加えてAFMが半
導体向けの測長に用いられ始めている。今回開発したプ

ローブ形状測定用試料では、加える力（又は力積）に依
存した相互作用アーティファクトを含む、有効プローブ径
を測定することが可能である。この利点を活かし、本研究
で開発した標準試料等が、国内外の半導体ウエハー向け
のAFMプローブやAFM装置の開発に使われ始めてい
る[発表論文2]。
■国際標準の確立
　本研究の成果で得られた原子間力顕微鏡のプローブ
のその場評価方法は、ISO国際標準として提案する計画
であり、標準化を通した成果の更なる普及が期待される。

図1　上図は作成したプローブ評価用の標準試料の断面TEM画像。下図はパターンの概略（単位はnm）

チームリーダー
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　ナノテクノロジー、特にナノ構造体を産業技術に展開する上
で、ナノ構造体の形態（形状）計測が可能な原子間力顕微鏡
（AFM）の活用が必須である。しかし、AFMでは、プローブ形状
が含まれた情報として計測対象表面の三次元形状が画像化さ
れ、正確な表面形状の測定が容易ではない。そこで我々は、プ
ローブによる形状誤差を取り除き、ナノ構造体の正確な形態評
価を可能にする評価技術と評価用標準物質の開発を行った。
■開発の成果
　プローブに由来する形状誤差には、プローブ形状そのものに
よるものと、プローブと試料の相互作用に基づくものが存在す
る。まずAFMのプローブ形状を測定するため、プローブと同等
以下のサイズのナノ構造を標準試料として作成した。半導体超
格子の断面をエッチングする方法を開発し、13種類の櫛型間

隙構造（5nm～100nm）、5nmの薄板ナイフエッジ、30nm
ピッチ（12周期）の校正用グレーティングを持つ試料を作製し
た。その際ウエハーの張合せ技術を利用し、パターンが試料の
中央に配置される形で試作した。その断面TEM画像とパター
ンの概略が図1である。
　次に、プローブや試料の弾性変形による形状誤差を検出す
るために、プローブ先端が試料に接触する際のカンチレバーの
非線形振動に由来する高調波を検出し、変形の少ない条件で
の観察可能な装置を開発した。プローブとの相互作用による形
状誤差は、標準試料のAFM画像を測定する場合にも生じる。
引力領域の制御では、プローブが基準構造から離れているた
めプローブは太く観察され、強い斥力の領域では過剰に細く観
察される。この効果が、凸構造と凹構造で異なることを利用し、
最適条件でプローブ形状を測定する方法を確立した。

　ナノ材料の幅を計測する場合には、横方向を弱い接触状態
にする必要がある。AFMプローブが試料の側面で接触した場
合の位相変化を用いる位相変化検出法を開発し、この測定条
件を実現した。更にこの方法で測定した画像を、プローブ形状
情報を用いて画像補正し、1nmの精度で形状の測定を可能に
する技術を開発した。これら開発技術の総合評価のために、図
2に示すNISTトレーサブルな線幅（保証値：45.7nm ±0.7nm）
を計測した。見かけ線幅の測定値（69.4nm）から探針幅

(24.0nm)を差し引いて線幅を求めたところ、その値は
45.4nmであり、線幅スタンダードの保証値と誤差の範囲で
一致することを確認した。
　さらに高精度にプローブ径を測定するために、櫛型構造にカ
ーボンナノチューブを架橋させた試料の試作も行った。このタ
イプは、より高い精度でプローブ形状を計測する用途が期待
される。

得られた開発成果の概要

AFMプローブの形状評価方法を標準化して、ナノ材料計測の精密度、信頼性を向上

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特開2007-78679、「探針形状評価用標準試料」、出願人：（独）産業技術総合研究所
 海外出願有（米国11/504015、ドイツ102006038148.3）

【発表論文等】

1. Chunmei Wang, Hiroshi Itoh, Yoshikazu Homma, Jielin Sun, Jun Hu, and Shingo Ichimura, "Geometric Characterization of Carbon 
Nanotubes by Atomic Force Microscopy in Conjunction with a Tip Characterizer", Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 47, No.7B, 6128-6133 
(2008). 

2. Hiroshi Itoh, Vladimir Ukraintsev, Max Ho, Sean Hand and Bernard Liu, "CDAFM Measurements of Lines and Spaces Ranging 
from 50nm to 5nm", SCANNING 2008, April 2008, NIST (USA).
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　電子はスピン(自転による角運動量)を持っているため、厳
密には右巻きと左巻きの2つの種類に分かれる。普通の物質
では2種の個数差が小さくスピン効果は目立たないが、磁性
体では大きな差となる。磁石の最小単位はスピン磁気モーメ
ントで、N極やS極もこのスピンの向きで決まる。我々が開発
しているのは、この電子スピンの右巻きと左巻きの比率(偏極
度)を人工的にコントロールできる偏極ビーム(電子源)である。
この偏極電子ビームを用いると、微小なスピン効果も観測可
能となり、磁性体のミクロな表面磁区構造や半導体のバンド構
造のスピン依存性を解析することが可能となる。
■開発の成果
　我々はこの偏極電子ビーム源の輝度とスピン偏極度を画期
的に向上させることに成功した。図1のようにレーザー光をフォ
トカソード裏面のGaP基板側から入射し、焦点位置で生成した

偏極電子ビームを前面から放出させ電界加速する方式を採用し
たことが、電子源のサイズを1.3μmまで小さくでき従来型に
比べて1000倍以上も高い輝度を実現できた決め手となった。
　このフォトカソード結晶は、名古屋大・工学研究科・竹田研で
作成したが、GaAs中間層をGaP基板とGaAs-GaAsPバッ
ファ層の間に挿入しその上に偏極電子の生成を担う歪み
GaAs-GaAsP超格子構造12対、全厚にして0.1μmからな
る薄膜層であり、レーザー波長0.78μmにおいてピーク偏極
度90％を達成した。このフォトカソードを装着し偏極電子ビー
ムを生成する20keV偏極電子銃システムは図2のように5
つの要素装置で構成されている。つぎにこのスピン電子銃を
図3のように大阪電通大・越川研の表面電子顕微鏡（LEEM）
と結合して実施中の実験について紹介する。
　スピンの向きを表面に平行になるように調整した偏極電子
ビームをタングステン（Ｗ）基板上にコバルト（Co）を蒸着さ

せた試料に照射し、ビームスピンを反転させた2枚の表面顕
微鏡画像を撮りその差をとると、最終的に図4に示すようなモ
ザイク模様のスピン情報（磁区構造）が観察できる。
　ここまでは既存のSPLEEM装置でも実現していたが、つぎ
に示す図5の画像は、磁区構造の変化が動的観察できること
を、世界に先駆けて実証したものである。左の3枚は画像取

得時間を1秒に保ったまま、視野径を20μmから6μmまで
拡大した画像であり、最後の1枚はさらに取得時間を0.1秒
に短縮しても鮮明な磁区構造が観察できることを示している。
同じ画質を得るのに従来は100倍以上撮影時間を要したこと
から、私たちの偏極電子源の輝度と偏極度がいかに画期的で
あるかが改めて実感された一瞬である。

得られた開発成果の概要

物質の電子スピン効果を高精度に観測し、ハードディスク開発などに貢献

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2006-84303、特開2007-258119、「スピン偏極電子発生装置」、出願人：名古屋大学

2. 特願2008-079292、「スピン偏極電子源」、出願人：名古屋大学他

3. PCT/JP2009/001304、特願2009-073929、「スピン偏極電子発生素子」、出願人：名古屋大学他

【発表論文等】

1. N. Yamamoto, T. Nakanishi, A. Mano, H. Nakagawa, S. Okumi, 他12名 , “High brightness and high polarization electron source using 
transmission photocathode with GaAs-GaAsP superlattice layer”, Journal of Applied Physics vol.103, No. 6 (2008), 064905.

2. X. Jin, N. Yamamoto, T. Ujihara, T. Nakanishi, 他12名 , “Super-high brightness and high spin-polarization photocathode”, Applied 
Physics Express Vol. 1 (2008), No. 4, Article No.: 045002.

3. X. G. Jin, T. Saka, T. Ujihara, Y. Nakagawa, T. Nakanishi, 他12名 , “Highly spin-polarized electron Photocathode based on 
GaAs-GaAsP superlattice grown on mosaic-structured buffere layer”, Journal of Crystal Growth 310 (2008) 5039-5043.

課題概要

スピン偏極電子源の高性能化によりLEEM顕微鏡
での磁区構造形成過程の動的観察に成功。

　強く絞り込んだ円偏光レーザー光をGaAs-GaAsP歪み超格子薄膜に照射し、特定のスピン状態にある価電子のみ
を伝導帯へ励起する方法により、高偏極度並びに高輝度・大電流をもったスピン偏極電子源を開発する。これを用いて
電子顕微鏡によるナノ磁区構造の実時間観察などを可能にする。

開発成果

　　　　　中西　彊（名古屋大学大学院理学研究科・名誉教授）

スピン偏極電子源、輝度、偏極度、投影型表面電子顕微鏡(LEEM)

■参画機関名：なし
■開発期間：平成17～21年度（予定）

スピン偏極電子源開発課題名

■コンピューターのハードディスクの高性能化への期待
　今回の成果によって、私たちの偏極電子源を搭載すれ
ばSPLEEM顕微鏡における薄膜成長中のナノサイズ磁
区構造の変化を動的に観察する方法が開拓された。この
観察手法は磁気記憶素子の高密度化、高性能化に必要
な基本技術の確立に役立つことが期待される。
■スピン物理学研究への寄与
　スピン偏極電子ビームは磁性以外のスピン物性を調べ
る手段としても利用できる。スピン逆光電子分光はその

例であるが、私たちの高性能化偏極電子源を用いること
によりそのデータの質を画期的に向上させることが可能
である。また、偏極電子ビームをリニアコライダーなどの
高エネルギー加速器に応用すると、素粒子理論が予測す
る超対称性粒子などいくつかの未知に基本粒子の発見が
可能となる。自然界にはスピンが関与する現象は普遍的
に存在するので、私たちの偏極電子源がそれらのスピン
効果を観測するのに大きな前進をもたらしうると考えら
れる。

図1　透過光吸収フォトカソードスピン偏極電子源　

図3　LEEM顕微鏡システムと結合したスピン偏極電子源

図2　新型20keVスピン偏極電子銃　

チームリーダー

図4　モザイク状磁区構造の観察

図5　倍率を拡大し撮影時間を短縮して撮影した磁区構造の動画像の比較
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　電子はスピン(自転による角運動量)を持っているため、厳
密には右巻きと左巻きの2つの種類に分かれる。普通の物質
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比べて1000倍以上も高い輝度を実現できた決め手となった。
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作成したが、GaAs中間層をGaP基板とGaAs-GaAsPバッ
ファ層の間に挿入しその上に偏極電子の生成を担う歪み
GaAs-GaAsP超格子構造12対、全厚にして0.1μmからな
る薄膜層であり、レーザー波長0.78μmにおいてピーク偏極
度90％を達成した。このフォトカソードを装着し偏極電子ビー
ムを生成する20keV偏極電子銃システムは図2のように5
つの要素装置で構成されている。つぎにこのスピン電子銃を
図3のように大阪電通大・越川研の表面電子顕微鏡（LEEM）
と結合して実施中の実験について紹介する。
　スピンの向きを表面に平行になるように調整した偏極電子
ビームをタングステン（Ｗ）基板上にコバルト（Co）を蒸着さ

せた試料に照射し、ビームスピンを反転させた2枚の表面顕
微鏡画像を撮りその差をとると、最終的に図4に示すようなモ
ザイク模様のスピン情報（磁区構造）が観察できる。
　ここまでは既存のSPLEEM装置でも実現していたが、つぎ
に示す図5の画像は、磁区構造の変化が動的観察できること
を、世界に先駆けて実証したものである。左の3枚は画像取

得時間を1秒に保ったまま、視野径を20μmから6μmまで
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得られた開発成果の概要

物質の電子スピン効果を高精度に観測し、ハードディスク開発などに貢献

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2006-84303、特開2007-258119、「スピン偏極電子発生装置」、出願人：名古屋大学

2. 特願2008-079292、「スピン偏極電子源」、出願人：名古屋大学他

3. PCT/JP2009/001304、特願2009-073929、「スピン偏極電子発生素子」、出願人：名古屋大学他

【発表論文等】

1. N. Yamamoto, T. Nakanishi, A. Mano, H. Nakagawa, S. Okumi, 他12名 , “High brightness and high polarization electron source using 
transmission photocathode with GaAs-GaAsP superlattice layer”, Journal of Applied Physics vol.103, No. 6 (2008), 064905.

2. X. Jin, N. Yamamoto, T. Ujihara, T. Nakanishi, 他12名 , “Super-high brightness and high spin-polarization photocathode”, Applied 
Physics Express Vol. 1 (2008), No. 4, Article No.: 045002.

3. X. G. Jin, T. Saka, T. Ujihara, Y. Nakagawa, T. Nakanishi, 他12名 , “Highly spin-polarized electron Photocathode based on 
GaAs-GaAsP superlattice grown on mosaic-structured buffere layer”, Journal of Crystal Growth 310 (2008) 5039-5043.

課題概要

スピン偏極電子源の高性能化によりLEEM顕微鏡
での磁区構造形成過程の動的観察に成功。

　強く絞り込んだ円偏光レーザー光をGaAs-GaAsP歪み超格子薄膜に照射し、特定のスピン状態にある価電子のみ
を伝導帯へ励起する方法により、高偏極度並びに高輝度・大電流をもったスピン偏極電子源を開発する。これを用いて
電子顕微鏡によるナノ磁区構造の実時間観察などを可能にする。

開発成果

　　　　　中西　彊（名古屋大学大学院理学研究科・名誉教授）

スピン偏極電子源、輝度、偏極度、投影型表面電子顕微鏡(LEEM)

■参画機関名：なし
■開発期間：平成17～21年度（予定）

スピン偏極電子源開発課題名

■コンピューターのハードディスクの高性能化への期待
　今回の成果によって、私たちの偏極電子源を搭載すれ
ばSPLEEM顕微鏡における薄膜成長中のナノサイズ磁
区構造の変化を動的に観察する方法が開拓された。この
観察手法は磁気記憶素子の高密度化、高性能化に必要
な基本技術の確立に役立つことが期待される。
■スピン物理学研究への寄与
　スピン偏極電子ビームは磁性以外のスピン物性を調べ
る手段としても利用できる。スピン逆光電子分光はその

例であるが、私たちの高性能化偏極電子源を用いること
によりそのデータの質を画期的に向上させることが可能
である。また、偏極電子ビームをリニアコライダーなどの
高エネルギー加速器に応用すると、素粒子理論が予測す
る超対称性粒子などいくつかの未知に基本粒子の発見が
可能となる。自然界にはスピンが関与する現象は普遍的
に存在するので、私たちの偏極電子源がそれらのスピン
効果を観測するのに大きな前進をもたらしうると考えら
れる。

図1　透過光吸収フォトカソードスピン偏極電子源　

図3　LEEM顕微鏡システムと結合したスピン偏極電子源

図2　新型20keVスピン偏極電子銃　

チームリーダー

図4　モザイク状磁区構造の観察

図5　倍率を拡大し撮影時間を短縮して撮影した磁区構造の動画像の比較
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要素技術プログラム

■開発の背景／経緯
　イオンビームや電子ビームは、質量分析や電子顕微鏡のプ
ローブとして用いられている。これら荷電粒子の二次元分布
は、従来、マイクロチャンネルプレート・蛍光板・CCD素子を
組み合わせた検出器により測定されていた。しかし、従来型の
検出器では、定量性と空間分解能において限界があった、我々
はこの二つの問題を解決できる「積層型CMOS能動型ピクセ
ル半導体素子SCAPS」を開発した。

■開発の成果
　図１はSCAPSの外観とその動作原理を示す。SCAPS撮
像部は7µmのピクセルが500x500個配列されている。ピ
クセル表面に荷電粒子が直接入射することにより、その電荷が
CMOS部に蓄積される。出力信号は蓄積された電荷を直接読
み出すのではなく、電荷変動分だけを読み出す。そのため、低
雑音で読み出すことができる。

　図２はSCAPSの入射イオンに対する感度特性を示す。傾
き1の信号出力は理想的な定量性を示し、傾き1/2のノイズ
信号は理想的なノイズ特性を持っていることを示している。イ
オン検出範囲は、イオン1個から105個までの約5桁のダイ
ナミックレンジを示している。個々のピクセルがこの性能を有
しているため、1撮像面内のダイナミックレンジは約5桁であ
り、その空間分解能は7µmである。このような高解像度、広
ダイナミックレンジ、定量性をもった荷電粒子検出器は
SCAPSにより初めて可能になった。

SCAPSの技術的特徴
●500x500ピクセルの撮像領域
●ピクセル分解能：7µm
●積分型検出器のため不感時間無し
●全元素のイオンビームについて感度差は2倍以下
●5桁のダイナミックレンジをもつ線形出力、ピクセルあたり
の飽和レベルは約105イオン

●最小読み出し：1イオン

得られた開発成果の概要
ミクロン領域あたりに入射する数個から十万個までのイオンを定量的に検出できる検出器

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2006-208664, 「A/D変喚器及び読み出し回路」, 出願人：静岡大学

【発表論文等】

1. Sakamoto, N. and Yurimoto, H. (2006) Highly sensitive ion imaging system using direct combination of a stacked-type solid-state 
imager and a microchannel plate driven by LabVIEW software. Surface and Interface Analysis, 38(12-13), 1760-1762.　

2. Sakamoto, N., Seto, Y., Itoh, S., Kuramoto, K., Fujino, K., Nagashima, K., Krot, A.N., and Yurimoto, H. (2007) Remnants of the early 
solar system water enriched in heavy oxygen isotopes. Science,317(5835), 231-233.

3. Sakamoto, N., Itoh, S., and Yurimoto, H. (2008) Discovery of 17,18O-rich material from meteorite by direct-imaging method using 
stigmatic-SIMS and 2D ion detector. Appl. Surf. Sci. 255, 1458–1460.

課題概要

イオンビームや電子ビームをマイクロメーター
レベルの分解能で撮像できる半導体検出器

　荷電粒子を高精度・高分解能で２次元検出する技術はイオン顕微鏡や電子顕微鏡において必要不可欠であり、また、
質量分析、電子線分光・回折においても有用である。本開発では分光・投影した荷電粒子の二次元イメージを空間分
解能10μmで検出できる半導体素子を開発する。この半導体検出器は二次電子放出の原理を利用し分解能あたり数
10万個分までの荷電粒子を電荷として蓄積する。この蓄積電荷を統計誤差の定量性で読み出す技術も確立する。

開発成果

　　　　　圦本尚義（北海道大学大学院理学研究院・教授）

2次元検出器、イオン検出機、電子検出器、半導体検出器、質量分析、電子顕微鏡

■参画機関名：なし
■開発期間：平成18～20年度

高精度高分解能荷電粒子撮像素子の開発開発課題名

■太陽系起源研究への貢献
　本検出器により隕石中から太陽系を作った原物質を隕
石中にその場発見した。また、太陽系を作った始原水中
の酸素が太陽系中で最も重い原子量（地球上の酸素より
約20%多量の17O、18Oを含む）をもつことを発見した。
これらの発見により、従来は静的に考えられていた太陽
系が始まった頃の宇宙環境が実は非常に活動的であった
ことがわかった。また、太陽系が形成される前の46億年
より古い物質が隕石中に現存していることが判明した。今
後、太陽系最古の物質の年代測定や、小惑星探査や月探
査等における宇宙物質のサンプルリターン物質の分析へ
の応用が考えられる。

■細胞内の元素動態研究への貢献
　本検出器の高感度と高空間分解能を応用することによ
り、安定同位体を用い、従来は検出することができなかっ
た細胞内の元素動態を直接観察する応用が考えられる。
■環境中の元素動態の研究への貢献
　安定同位体を用い、生態系の共生関係を微生物レベル
の分解能で解明する応用が考えられる。
■荷電粒子をプローブとした新しい検出法への貢献
　写真法が用いられている分野において本検出器を応用
することにより、解像度と定量性において画期的な発展
が期待される。

図１　荷電粒子半導体撮像素子SCAPSの外観と動作原理

図2　SCAPSのイオン入射に対する感度特性
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【発表論文等】

1. Sakamoto, N. and Yurimoto, H. (2006) Highly sensitive ion imaging system using direct combination of a stacked-type solid-state 
imager and a microchannel plate driven by LabVIEW software. Surface and Interface Analysis, 38(12-13), 1760-1762.　

2. Sakamoto, N., Seto, Y., Itoh, S., Kuramoto, K., Fujino, K., Nagashima, K., Krot, A.N., and Yurimoto, H. (2007) Remnants of the early 
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　Ｘ線はその高い透過能と短波長性により、物体の内部構造
の非破壊観察を可能とする強力な顕微プローブである。近年
の半導体デバイスの微細化・多層構造化に代表されるように、
幅広い分野においてナノメータスケールの空間分解能を有す
る非破壊分析技術への要求は極めて強い。Ｘ線顕微鏡はこの
ような要求に応え得る潜在能力を有しているために、その実用
化を目指して世界各国で開発競争が繰り広げられている。本
課題は、Ｘ線顕微鏡のキーデバイスであるＸ線レンズの新規開
発を目指すもので、ナノメータスケールの空間分解能を実現
し得るＸ線多層膜ラウエレンズの開発を目的としている。
　多層膜ラウエレンズは重元素層と軽元素層を、膜厚を一定

の規則に従って変化させながら基板上に交互に成膜したもの
である。多層膜材の組み合わせは多数あるが、X線レンズとし
ての光学特性、耐熱特性、界面特性等を総合的に考慮し、本
開発ではMoSi2とSiの組み合わせを選択した。Si基板上に
MoSi2/Si多層膜を成膜し、包埋・切断・研磨により目的の形
状に加工する。レンズとしての空間分解能は、最も外側の膜を
どれくらいまで薄く成膜できるかで決まる。現在までに最小膜
厚2 nmを実現しており、10 nmオーダーの空間分解能を達
成する基盤技術の確立に見通しが付いた。
　最小膜厚10 nmのMoSi2/Si製１次元多層膜ラウエレン
ズを試作した。図１にその断面の電子顕微鏡（SEM）写真を

示す。膜の境界が極めてシャープに成膜されており、多層膜材
の選択が奏功している。大型放射光施設SPring-8の兵庫県
専用ビームラインBL24XUにおいて集光性能を評価した。図
２に得られた集光ビームプロファイルを示す。集光ビームサイ
ズが28 nm（回折限界値22.5 nm）、回折効率が65%（理
論値80%）という高い性能を達成した。幾つかの研究グルー
プがそれぞれの方法で10 nm以下の集光ビームサイズを目
指した研究開発を進めており、本成果により我々のグループも
世界のリーダーへの仲間入りを果たした。
　成膜技術に加えて、包埋・切断・研磨等の精密加工技術の
開発も必須である。樹脂での包埋・固定技術の検討、ダイシ
ングソーでの切断条件の検討、研磨条件の適正化等加工技術
の高度化を進めている。一方、放射光を用いた集光性能評価
技術の高度化も重要である。静電変位プローブとフィードバッ
ク型ピエゾステージの導入、従来の透過強度測定法ではなく
散乱強度測定法の採用等で測定のS/N比を向上させ、±3.7 
nmの測定精度を達成した。現在は、最終目標である１次元及
び２次元の傾斜膜厚多層膜ラウエレンズの開発を鋭意進めて
いるところである。

得られた開発成果の概要 Ｘ線多層膜レンズにより、10 nm以下の空間分解能が可能に

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. T. Koyama, S. Ichimaru, T. Tsuji, H. Takano, Y. Kagoshima, T. Ohchi and H. Takenaka, “Optical Properties of MoSi2/Si Multilayer 
Laue Lens as Nanometer X-ray Focusing Device”, Applied Physics Express 1 (2008) pp. 117003.

2. T. Koyama, T. Tsuji, H. Takano, Y. Kagoshima, S. Ichimaru, T. Ohchi and H. Takenaka, “Performance test of Mo/Si and MoSi2/Si 
multilayer Laue lenses”, to be published in Journal of Physics: Conference Series (2009).

3. H. Takenaka, S. Ichimaru, T. Ohchi, T. Koyama, T. Tsuji, H. Takano and Y. Kagoshima, “Mo/Si and MoSi2/Si nanostructure for 
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課題概要

1次元多層膜ラウエレンズを開発し、
28ナノメートルの微小Ｘ線プローブを生成

　超精密成膜技術を用いて、高空間分解能かつ高回折効率のＸ線円形多層膜ラウエレンズを開発する。従来の電子ビ
ームリソグラフィー法に基づくＸ線レンズの製作では、いずれの性能もほぼ限界に達しており、ナノメータスケールの非
破壊構造観察を実現するには、新しい製作法の導入が不可欠である。10 nm以下の空間分解能を有するＸ線円形多層
膜ラウエレンズを開発し、究極の電磁波であるＸ線自由電子レーザーがもたらすＸ線画像科学における質的変革の一翼
を担う。

開発成果

　　　　　篭島　靖（兵庫県立大学大学院物質理学研究科・教授）

Ｘ線レンズ、X線多層膜、マグネトロン・スパッタリング法、X線顕微鏡、放射光

■参画機関名：NTT-ATナノファブリケーション（株）
■開発期間：平成１８～２１年度（予定）

X線円形多層膜ラウエレンズの開発開発課題名

　現在Ｘ線レンズとしては、ゾーンプレート（ZP）が最も
多く利用されている。ZPは電子ビームリソグラフィー法
で製作されている。この手法では原理的に空間分解能は
10 nmが限界であり、これ以上のナノメータスケールの
空間分解能の達成は困難である。また、微細化すればす
るほど加工上の問題で、薄い（低アスペクト比の）ZPし
か作製できないため、硬X線では使えなくなる。
　一方、多層膜ラウエレンズは多層膜の断面構造を利用
する。多層膜は１層の厚みがサブナノメータでも形成で
きるので、サブナノメータの空間分解能の実現能力があ
る。また、回折過程にブラッグ反射を利用するためZPよ
りも格段に高い回折効率が得られる。さらに、Ｘ線の進行

方向に対していくらでも長く切り出せるので、非常に高い
アスペクト比をもった硬Ｘ線向きの集光素子となる。材料
分析や微細素子の内部検査等には硬X線が広く使用され
ているため、硬X線集光に適した多層膜ラウエレンズは、
近い将来、性能のみならず市場規模においてもZPを凌
駕し、Ｘ線レンズのスタンダードとなるかもしれない。
　多層膜ラウエレンズは放射光で利用されると推測され
るが、高輝度で平行なX線を実験室系のX線装置で発生
できると（ミラーとの組み合わせなどで）、このX線装置
に多層膜ラウエレンズを搭載すれば、X線ナノビーム装
置が開発できて、ますます利便性が高まり、適用範囲の
格段の広がりが期待される。

チームリーダー

図１　MoSi2/Si製多層膜ラウエレンズの断面の電子顕微鏡（SEM）写真。
右側に3箇所の拡大像を示した。最小膜厚10 nm、全層厚4.6 µm、層数
250である。

図２　MoSi2/Si製多層膜ラウエレンズの集光ビームプロファイ
ル。28 nmの集光ビームが得られた。赤線はフレネル－キルヒホ
ッフの回折積分を実行して得られた理論的なビームプロファイル
である。測定はSPring-8のBL24XUにおいて行った。
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　Ｘ線はその高い透過能と短波長性により、物体の内部構造
の非破壊観察を可能とする強力な顕微プローブである。近年
の半導体デバイスの微細化・多層構造化に代表されるように、
幅広い分野においてナノメータスケールの空間分解能を有す
る非破壊分析技術への要求は極めて強い。Ｘ線顕微鏡はこの
ような要求に応え得る潜在能力を有しているために、その実用
化を目指して世界各国で開発競争が繰り広げられている。本
課題は、Ｘ線顕微鏡のキーデバイスであるＸ線レンズの新規開
発を目指すもので、ナノメータスケールの空間分解能を実現
し得るＸ線多層膜ラウエレンズの開発を目的としている。
　多層膜ラウエレンズは重元素層と軽元素層を、膜厚を一定

の規則に従って変化させながら基板上に交互に成膜したもの
である。多層膜材の組み合わせは多数あるが、X線レンズとし
ての光学特性、耐熱特性、界面特性等を総合的に考慮し、本
開発ではMoSi2とSiの組み合わせを選択した。Si基板上に
MoSi2/Si多層膜を成膜し、包埋・切断・研磨により目的の形
状に加工する。レンズとしての空間分解能は、最も外側の膜を
どれくらいまで薄く成膜できるかで決まる。現在までに最小膜
厚2 nmを実現しており、10 nmオーダーの空間分解能を達
成する基盤技術の確立に見通しが付いた。
　最小膜厚10 nmのMoSi2/Si製１次元多層膜ラウエレン
ズを試作した。図１にその断面の電子顕微鏡（SEM）写真を

示す。膜の境界が極めてシャープに成膜されており、多層膜材
の選択が奏功している。大型放射光施設SPring-8の兵庫県
専用ビームラインBL24XUにおいて集光性能を評価した。図
２に得られた集光ビームプロファイルを示す。集光ビームサイ
ズが28 nm（回折限界値22.5 nm）、回折効率が65%（理
論値80%）という高い性能を達成した。幾つかの研究グルー
プがそれぞれの方法で10 nm以下の集光ビームサイズを目
指した研究開発を進めており、本成果により我々のグループも
世界のリーダーへの仲間入りを果たした。
　成膜技術に加えて、包埋・切断・研磨等の精密加工技術の
開発も必須である。樹脂での包埋・固定技術の検討、ダイシ
ングソーでの切断条件の検討、研磨条件の適正化等加工技術
の高度化を進めている。一方、放射光を用いた集光性能評価
技術の高度化も重要である。静電変位プローブとフィードバッ
ク型ピエゾステージの導入、従来の透過強度測定法ではなく
散乱強度測定法の採用等で測定のS/N比を向上させ、±3.7 
nmの測定精度を達成した。現在は、最終目標である１次元及
び２次元の傾斜膜厚多層膜ラウエレンズの開発を鋭意進めて
いるところである。

得られた開発成果の概要 Ｘ線多層膜レンズにより、10 nm以下の空間分解能が可能に

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. T. Koyama, S. Ichimaru, T. Tsuji, H. Takano, Y. Kagoshima, T. Ohchi and H. Takenaka, “Optical Properties of MoSi2/Si Multilayer 
Laue Lens as Nanometer X-ray Focusing Device”, Applied Physics Express 1 (2008) pp. 117003.

2. T. Koyama, T. Tsuji, H. Takano, Y. Kagoshima, S. Ichimaru, T. Ohchi and H. Takenaka, “Performance test of Mo/Si and MoSi2/Si 
multilayer Laue lenses”, to be published in Journal of Physics: Conference Series (2009).

3. H. Takenaka, S. Ichimaru, T. Ohchi, T. Koyama, T. Tsuji, H. Takano and Y. Kagoshima, “Mo/Si and MoSi2/Si nanostructure for 
multilayer Laue lens”, to be published in Journal of Physics: Conference Series (2009).

課題概要

1次元多層膜ラウエレンズを開発し、
28ナノメートルの微小Ｘ線プローブを生成

　超精密成膜技術を用いて、高空間分解能かつ高回折効率のＸ線円形多層膜ラウエレンズを開発する。従来の電子ビ
ームリソグラフィー法に基づくＸ線レンズの製作では、いずれの性能もほぼ限界に達しており、ナノメータスケールの非
破壊構造観察を実現するには、新しい製作法の導入が不可欠である。10 nm以下の空間分解能を有するＸ線円形多層
膜ラウエレンズを開発し、究極の電磁波であるＸ線自由電子レーザーがもたらすＸ線画像科学における質的変革の一翼
を担う。

開発成果

　　　　　篭島　靖（兵庫県立大学大学院物質理学研究科・教授）

Ｘ線レンズ、X線多層膜、マグネトロン・スパッタリング法、X線顕微鏡、放射光

■参画機関名：NTT-ATナノファブリケーション（株）
■開発期間：平成１８～２１年度（予定）

X線円形多層膜ラウエレンズの開発開発課題名

　現在Ｘ線レンズとしては、ゾーンプレート（ZP）が最も
多く利用されている。ZPは電子ビームリソグラフィー法
で製作されている。この手法では原理的に空間分解能は
10 nmが限界であり、これ以上のナノメータスケールの
空間分解能の達成は困難である。また、微細化すればす
るほど加工上の問題で、薄い（低アスペクト比の）ZPし
か作製できないため、硬X線では使えなくなる。
　一方、多層膜ラウエレンズは多層膜の断面構造を利用
する。多層膜は１層の厚みがサブナノメータでも形成で
きるので、サブナノメータの空間分解能の実現能力があ
る。また、回折過程にブラッグ反射を利用するためZPよ
りも格段に高い回折効率が得られる。さらに、Ｘ線の進行

方向に対していくらでも長く切り出せるので、非常に高い
アスペクト比をもった硬Ｘ線向きの集光素子となる。材料
分析や微細素子の内部検査等には硬X線が広く使用され
ているため、硬X線集光に適した多層膜ラウエレンズは、
近い将来、性能のみならず市場規模においてもZPを凌
駕し、Ｘ線レンズのスタンダードとなるかもしれない。
　多層膜ラウエレンズは放射光で利用されると推測され
るが、高輝度で平行なX線を実験室系のX線装置で発生
できると（ミラーとの組み合わせなどで）、このX線装置
に多層膜ラウエレンズを搭載すれば、X線ナノビーム装
置が開発できて、ますます利便性が高まり、適用範囲の
格段の広がりが期待される。

チームリーダー

図１　MoSi2/Si製多層膜ラウエレンズの断面の電子顕微鏡（SEM）写真。
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である。測定はSPring-8のBL24XUにおいて行った。
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■開発の背景／経緯
　日本の三大疾病の中でも癌（ガン）の早期発見は、現代医
療に残された重要なテーマである。検査方法としてPET（陽
電子断層撮影）診断の有用性は明らかであるものの、X線CT
に比べ解像度が不十分なこと、また光電子増倍管(PMT)を用
いた大型で高額な装置は広い普及を妨げている。アバランシ
ェ・フォトダイオードは感度が高くコンパクトな光半導体素子
で、強磁場下での安定動作、優れた一様性など多くの利点が
ある。製作面においては1mm以下までピクセルを微細化す
ることが可能で、PETの理論限界に迫る究極の“サブミリ”画
像を得ることができる。大量生産によりコストが飛躍的に軽減
されること、半導体ゆえの製作の容易さも魅力である。これま
でAPDは光通信の分野で注目されてきたが、本開発では大
型APDを二次元アレー化し、専用高速LSIと併せることで“次
世代PET技術”の新たな展開を目指す。
■開発の成果
　従来のAPDは数mm角の小型単素子のみであり、PETの
利用に適さない。我々は優れた一様性をもつAPD素子を
30mm角まで大型化し、放射線計測を含む様々な分野への
応用を可能とした。さらに、素子を1mmないしは2mm角の
ピクセルに分割することで、PMTより遥かに薄く、位置精度の

高い二次元イメージング素子の開発に成功した。APDに組み
合わせるセンサーヘッドとしては、ガンマ線阻止能が高く、高
速で優れたエネルギー分解能をもつLYSOシンチレータを採
用した。ピクセルシンチレータを20ミクロンの高精度で製作・
組み上げる手法を確立し、パルスハイト分散・エネルギー分解
能(@662keV, FWHM)ともに10-15%の優れた値を実現
した。APDからの高速かつ多チャンネルの信号読み出しには、
これに特化した低ノイズLSIが必要となる。我々は0.35ミク
ロン CMOSプロセスを用いた32チャンネルLSIの開発を独
自に行い、消費電力は210mW(/32ch)、相対ゲインばらつ
きは±0.5%以下、時間(TOF)分解能は0.46ナノ秒を達成
した。将来の実用化のためには、シンチレータアレー・APD素
子・LSIのすべてのコンポーネントを小型のAPD-PETユニッ
トとして組み上げ、汎用性の高いモジュールとして供給する必
要がある。わずか3cm×3cm×8cm の小型PETユニットで
ガンマ線を捉え、エネルギーはもちろん到達時間情報まで含
めたデジタル信号を供給するAPD-PETモジュールを完成し
た。本モジュールの開発は、次世代PETの鍵となる３つの技
術：(1)サブミリ分解能 (2)MRI(核磁気共鳴装置)-PET 
(3)TOF(Time of F light)-PET、全てを集約した新しい挑戦
といえる。

得られた開発成果の概要

光半導体増幅素子により、PET解像度を５倍も改善

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
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【新聞メディアへの掲載】

2008年5月29日・日経産業新聞・一面トップ記事にて紹介

課題概要

究極のサブミリ解像度と小型汎用性 
― 次世代APD-PETモジュールの開発

　陽電子断層撮影（PET）はガンを早期に発見する最良の手段であるが、装置の大型化と高コストが広い普及を妨げて
いる。本開発では、光増幅フォトダイオード(APD)を基調とした「拡張型PET」の要素技術を確立する。優れた光感度を
もつAPDを64chないしは256chにハイブリッド配列化し、新開発の専用LSIと一体化することで、今までにない小型
かつ高感度の撮像素子を作る。PETの理論限界に匹敵するサブミリ程度の分解能に迫ることが可能となり、小さな腫瘍
の発見や小動物の脳内代謝カメラとしても応用が期待できる。

開発成果

　　　　　片岡　淳（早稲田大学理工学術院・准教授）

光半導体増幅素子、次世代PET技術（MRI, TOF対応）、高速低ノイズLSI

■参画機関名：宇宙航空研究開発機構
■開発期間：平成１８～２１年度（予定）

サブミリ分解能をもつ拡張型高速PETの要素開発開発課題名

■最先端医療への貢献
　これまでのPET装置は解像度を補うため、X線CTと
組み合わせたPET/CTが広く普及しつつある。しかしな
がら、X線CTでは二重被爆の問題が指摘されるほか、解
像度が違いすぎる二つの画像を直接比較するのも困難で
ある。本開発のAPDは従来のPET解像度を5倍も改善
するほか、PMTでは不可能な数テスラの強磁場中でも
安定に動作する。すなわち、次世代PET技術として注目
されるMRI-PETへの突破口を開く鍵となる。さらに、
APDの高速応答を生かせば、ガンマ線のわずかな到達
時間差を用いたTOF-PETへの応用も可能である。PET
はガンの特定のみならずアルツハイマー部位の特定にも
有効で、さらに小型のAPD-PET装置は術中カメラや車
載（ポータブル）ガンマ線カメラなど、幅広く医療への還
元が見込まれる。
■さまざまな放射線科学への貢献
　目に見えないガンマ線を精度よく可視化する要請は、
核医学だけに限らない。たとえば原子炉の核物質監視・
空港の手荷物検査など非破壊検査、土壌・環境汚染調
査、鉄鋼業における厚板製造工程、各種放射線化学・宇

宙衛星利用など、様々な応用とニーズが見込まれる。と
くに、一秒間に数十キロカウントに及ぶ高レート信号を処
理するAPD-PET装置は、微弱なX線信号から原子炉周
辺の苛酷な放射線環境に至るまで、広い動作領域と環境
応用を可能にする。

チームリーダー

図1　本開発で製作したAPD-PETモジュール全体（奥）
と、世界最大級のAPDアレー（手前）

図2　LYSOピクセルシンチレータアレー （16x16チャン
ネル）

図3　APD-PETモジュールで取得したガンマ線信号。約
10%のエネルギー分解能（@662キロ電子ボルト）を達成
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■開発の背景／経緯
　日本の三大疾病の中でも癌（ガン）の早期発見は、現代医
療に残された重要なテーマである。検査方法としてPET（陽
電子断層撮影）診断の有用性は明らかであるものの、X線CT
に比べ解像度が不十分なこと、また光電子増倍管(PMT)を用
いた大型で高額な装置は広い普及を妨げている。アバランシ
ェ・フォトダイオードは感度が高くコンパクトな光半導体素子
で、強磁場下での安定動作、優れた一様性など多くの利点が
ある。製作面においては1mm以下までピクセルを微細化す
ることが可能で、PETの理論限界に迫る究極の“サブミリ”画
像を得ることができる。大量生産によりコストが飛躍的に軽減
されること、半導体ゆえの製作の容易さも魅力である。これま
でAPDは光通信の分野で注目されてきたが、本開発では大
型APDを二次元アレー化し、専用高速LSIと併せることで“次
世代PET技術”の新たな展開を目指す。
■開発の成果
　従来のAPDは数mm角の小型単素子のみであり、PETの
利用に適さない。我々は優れた一様性をもつAPD素子を
30mm角まで大型化し、放射線計測を含む様々な分野への
応用を可能とした。さらに、素子を1mmないしは2mm角の
ピクセルに分割することで、PMTより遥かに薄く、位置精度の

高い二次元イメージング素子の開発に成功した。APDに組み
合わせるセンサーヘッドとしては、ガンマ線阻止能が高く、高
速で優れたエネルギー分解能をもつLYSOシンチレータを採
用した。ピクセルシンチレータを20ミクロンの高精度で製作・
組み上げる手法を確立し、パルスハイト分散・エネルギー分解
能(@662keV, FWHM)ともに10-15%の優れた値を実現
した。APDからの高速かつ多チャンネルの信号読み出しには、
これに特化した低ノイズLSIが必要となる。我々は0.35ミク
ロン CMOSプロセスを用いた32チャンネルLSIの開発を独
自に行い、消費電力は210mW(/32ch)、相対ゲインばらつ
きは±0.5%以下、時間(TOF)分解能は0.46ナノ秒を達成
した。将来の実用化のためには、シンチレータアレー・APD素
子・LSIのすべてのコンポーネントを小型のAPD-PETユニッ
トとして組み上げ、汎用性の高いモジュールとして供給する必
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た。本モジュールの開発は、次世代PETの鍵となる３つの技
術：(1)サブミリ分解能 (2)MRI(核磁気共鳴装置)-PET 
(3)TOF(Time of F light)-PET、全てを集約した新しい挑戦
といえる。

得られた開発成果の概要

光半導体増幅素子により、PET解像度を５倍も改善

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. S. Tanaka et al. “Development of wideband X-ray and Gamma-ray spectrometer using transmission-type, large are APD”, Nucl. 
Instr. and Meth. A, 582, 562-568, 2007.

2. J. Kataoka et al. “Development of large-area, reverse-type APD-arrays for high-resolution medical imaging”, Nucl. Instr. and 
Meth. A, 604, 323-326, 2009.

3. M. Koizumi et al. “Development of a low-noise analogh front-end ASIC for APD-PET detectors”, Nucl. Instr. and Meth. A, 604, 
327-330, 2009.

【新聞メディアへの掲載】

2008年5月29日・日経産業新聞・一面トップ記事にて紹介

課題概要

究極のサブミリ解像度と小型汎用性 
― 次世代APD-PETモジュールの開発

　陽電子断層撮影（PET）はガンを早期に発見する最良の手段であるが、装置の大型化と高コストが広い普及を妨げて
いる。本開発では、光増幅フォトダイオード(APD)を基調とした「拡張型PET」の要素技術を確立する。優れた光感度を
もつAPDを64chないしは256chにハイブリッド配列化し、新開発の専用LSIと一体化することで、今までにない小型
かつ高感度の撮像素子を作る。PETの理論限界に匹敵するサブミリ程度の分解能に迫ることが可能となり、小さな腫瘍
の発見や小動物の脳内代謝カメラとしても応用が期待できる。

開発成果

　　　　　片岡　淳（早稲田大学理工学術院・准教授）

光半導体増幅素子、次世代PET技術（MRI, TOF対応）、高速低ノイズLSI

■参画機関名：宇宙航空研究開発機構
■開発期間：平成１８～２１年度（予定）

サブミリ分解能をもつ拡張型高速PETの要素開発開発課題名

■最先端医療への貢献
　これまでのPET装置は解像度を補うため、X線CTと
組み合わせたPET/CTが広く普及しつつある。しかしな
がら、X線CTでは二重被爆の問題が指摘されるほか、解
像度が違いすぎる二つの画像を直接比較するのも困難で
ある。本開発のAPDは従来のPET解像度を5倍も改善
するほか、PMTでは不可能な数テスラの強磁場中でも
安定に動作する。すなわち、次世代PET技術として注目
されるMRI-PETへの突破口を開く鍵となる。さらに、
APDの高速応答を生かせば、ガンマ線のわずかな到達
時間差を用いたTOF-PETへの応用も可能である。PET
はガンの特定のみならずアルツハイマー部位の特定にも
有効で、さらに小型のAPD-PET装置は術中カメラや車
載（ポータブル）ガンマ線カメラなど、幅広く医療への還
元が見込まれる。
■さまざまな放射線科学への貢献
　目に見えないガンマ線を精度よく可視化する要請は、
核医学だけに限らない。たとえば原子炉の核物質監視・
空港の手荷物検査など非破壊検査、土壌・環境汚染調
査、鉄鋼業における厚板製造工程、各種放射線化学・宇

宙衛星利用など、様々な応用とニーズが見込まれる。と
くに、一秒間に数十キロカウントに及ぶ高レート信号を処
理するAPD-PET装置は、微弱なX線信号から原子炉周
辺の苛酷な放射線環境に至るまで、広い動作領域と環境
応用を可能にする。

チームリーダー

図1　本開発で製作したAPD-PETモジュール全体（奥）
と、世界最大級のAPDアレー（手前）

図2　LYSOピクセルシンチレータアレー （16x16チャン
ネル）

図3　APD-PETモジュールで取得したガンマ線信号。約
10%のエネルギー分解能（@662キロ電子ボルト）を達成
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要素技術プログラム

　本課題では多層膜フォトニック結晶型の分光フィルター、及
びそれをCCD等のイメージセンサーと集積化した分光イメー
ジセンサーを実現するための要素技術の開発を行っている。
ここまで、まずフォトニック結晶用の無反射終端処理の設計技
術、及び格子変調による動作波長の精密制御技術を開発した。
前者の技術によって、分光フィルターとしての透過スペクトル
を理想的な階段形状に近付ける設計が可能となった（図１）。

後者の技術では、可視域で10～20nmの間隔で動作波長を
自由に配置することができるようになっている。図２に示すの
は波長500～600nm向けに試作した素子の断面写真と透
過スペクトルで、微細構造の形状(図に示す面内の凹凸周期
p)の違いによって透過スペクトルがシフトしていることが明瞭
に確認できている。

得られた開発成果の概要

多層膜フォトニック結晶により、一瞬の姿を切り取るイメージセンサーが可能に

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. 大寺康夫、小貫哲平、井上喜彦、 川上彰二郎、 「フォトニック結晶型分光フィルターとその生体計測への応用」、O plus E, 31(4), 
375-379 (2008).

2. Y. Ohtera and T. Kawashima, “Extremely low optical transmittance in the stopbands of photonic crystals,” Photonics and 
Nanostructures - Fundamentals and Applications, 7(2), 85-91 (2009).

3. Y. Ohtera, Y. Inoue and T. Kawashima, “Sharp edge wavelength filters utilizing multilayer photonic crystals,” Optics Express, 
17(8), 6347-6356 (2009).

課題概要

リアルタイム分光イメージング用
モザイク波長フィルターの要素技術

　可視・近赤外光による分光イメージングにおいて、複数の波長の像を単一ショットで計測するのに必要な「モザイク
型波長フィルター」をフォトニック結晶技術を応用して開発する。誘電体多層膜型層構造による鋭い波長選択性と、微
小波長フィルター要素のモザイク配置による色分解機能の両立を特徴とする。波長間隔数nmで4～25程度の波長
像の同時取得が可能となり、将来的に実時間プロセスモニタリング、非接触医用画像機器への応用が期待できる。

開発成果

　　　　　大寺康夫（東北大学大学院工学研究科・准教授）

フォトニック結晶、分光計測、イメージング、イメージセンサー

■参画機関名：なし
■開発期間：平成１9～２2年度（予定）

フォトニック結晶を利用した分光イメージセンサーの開発開発課題名

　研究及び応用の両方の面で、次に示すように数々の重
要な知見が得られている。
1. 多層膜型フォトニック結晶に対する無反射コーティン
グの設計法の確立

　従来型の平坦な多層膜に対する設計法は古くに確立さ
れているが、本開発で取り扱う微細構造付き膜構造に対
する無反射処理が可能かどうかはこれまで不明であった。
開発の結果、従来型の膜と遜色のない透過特性まで得ら
れることが明らかになった。
2. 波長分離性に優れた構造の発見
　多層膜に微細構造を設けることで、従来型の平坦な膜
構造をはるかに凌駕する波長分離特性が得られることを
見出した。具体的には透過波長と遮断波長での透過率の
差が、dB換算で2～3倍にも達するような膜構造を見出
した。以後、この構造を軸に個々のフィルターを設計して
いる。
3. 多層膜型フォトニック結晶のための電子線リソグラフ
ィ技術の確立

　対角1/2インチ～2/3インチ相当の面積にわたって、

光の波長程度の寸法の微細周期構造を基板上に形成す
る技術を確立した。この微細構造はイメージセンサーの
画素ピッチ(5μm程度)と同じ周期で空間的に変調され
ている。この技術によって作製された基板を用いること
で、再現性よくフォトニック結晶型分光フィルターの多層
膜を形成することが可能となった。
4. 近赤外波長向けフィルター素子の検討
　近赤外(波長1000nm～2000nm)向けに、シリコ
ンを膜材料に用いた多層膜を試作し、特性の異なる複数
の透過関数の実現に目処を付けた。このようなフィルタ
ーと、近年性能の進歩の著しい近赤外用エリアセンサー
を連携させることで、工業製品等の非破壊検査機器に応
用が図れる。

　本課題では、時々刻々と変化する計測対象のある一瞬
の姿を、鋭い波長のナイフで切り取るようなセンサーの
開発を目標としている。今後の研究期間では残る要素技
術の確立を行い、最終的にセンサーを搭載したカメラを
設計・試作し、その性能を実証する予定である。

チームリーダー

図1　フォトニック結晶への無反射終端処理の効果

図2　試作した素子の透過スペクトル(左)と断面写真（右）
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要素技術プログラム
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

“大量のサンプルを必要とする”というNMRの弱点を克服し、
医薬品開発などでの応用範囲を拡大

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 国際公開番号WO2006/057082、「固体磁気共鳴装置マジック角高速回転法用試料管、及び、それを用いた核磁気共鳴スペクトルの
測定方法」："SAMPLE TUBE FOR SOLID-STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE APPARATUS MAGIC ANGLE 
HIGH-SPEED ROTATION METHOD AND METHOD FOR MEASURING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 
ABSORPTION SPECTRUM EMPLOYING IT"、出願人：東京農工大学

【発表論文等】

1. Yamauchi, K., Imada, T., Asakura, T. "Use of Microcoil Probehead for Determination of the Structure of Oriented Silk Fibers by 
Solid-State NMR", J. Phys. Chem. B 2005, 109, 17689-17692.

2. Yamauchi, K., Asakura, T. "Development of MicroMAS NMR probehead for mass-limited solid state samples", Chemistry Letters 
2006, 35, 426-427.

課題概要

世界最小サンプル量を扱う
高感度高分解能固体NMRプローブ

　超微量のサンプルの固体NMR観測を可能とする、微量サンプル用のマイクロコイルプローブを開発する。固体
NMRは一般的に測定感度が低いために多量のサンプルを必要とし、現在ミリグラム以下の微量の試料については
NMRが測定できない。マイクロコイルを用いたNMRプローブの製作および、新しいサンプル調整技術などを開発し、
ナノグラム単位の微量試料のNMR観測を実現する。

開発成果

　　　　　山内一夫（東京農工大学大学院共生科学技術研究院・助教）

固体NMR、プローブ（検出器）、マイクロコイル、マイクロ試料管

■参画機関名：なし
■開発期間：平成16～19年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において日本電子（株）が引き続き開発実施中）

超微量用固体NMRプローブの開発開発課題名

　この開発品はNMRの検出器を微量試料に対して高感
度化させたプローブであるので、今までの固体NMRか
ら得られる情報は基本的にすべて得られる。唯一違う点
は、測定従来に比べて微量で測定ができることであり、
他の分析法では十分な情報が得られなかった微量試料
へ、固体NMRの特徴である非破壊・あるがままの分子
構造およびその立体構造が得られるという利点が生かせ
た分析が可能となる。
■微量試料解析への応用
　微量しか得られない生体物質の構造解析、電子材料表
面などに含まれる微量高分子など多くの分野で本開発品
は活用することができる。

■医薬品開発への貢献
　例として、図3に、結晶多系を持つ医薬品を挙げる。
利尿剤薬のフロセミド(図3a)は複数の結晶を形成する
がマイナーな結晶系の試料は今までNMRが測定できる
ほど多量に作製できなかった。ここで、本開発プローブを
使用することにより従来に比べ微量でスペクトルが測定
できるため図3bのように1mg以下しか得られない結晶
系であってもNMRスペクトルの測定が可能となった。ス
ペクトルを比較すると違った結晶系に起因するピーク位
置が観測され、結晶の同定に利用することができるよう
になった。

図1　開発した高感度高分解能固体
NMRプローブ

図2　固体NMRプローブ用微量試料管
（サンプル管の直径1mm）

■開発の背景／経緯
　核磁気共鳴法（NMR）は分析化学において頻繁に用いられ
る機器の一つで、非常に重要な情報を多く与えることができ
る。しかしながら、その感度が他の分析機器に比べ低いことが
問題であった。特に、固体NMRにおいては数十ミリグラムから
百ミリグラム程度の試料が必要とされていた。そこで、今まで
にNMRスペクトルが得られなかった微量試料の測定を可能と
するプローブの開発を行った。
■開発の成果
　開発されたプローブの全景を図1に示す。このプローブは通
常のNMR装置に装着可能な形状およびサイズになっている。
そのため、新たにNMR装置を購入しなくても現在使用の装置
に本プローブを装着し使用することにより、微量試料の高感度
スペクトルが得られるというコスト面でも有利な開発品となっ
ている。
　本プローブの中核を成す開発技術は「NMRマイクロコイル
を用いた検出システム」と「固体NMR用マイクロ試料管」であ
る。今までのプローブでは、検出コイルおよび試料管は大きな
サイズで、それぞれ離れた場所に設置されており、少量試料に
は効率が悪い状態であった。これは固体NMRの試料は通常1
秒間に数千回転以上の高速回転を行い高分解能化スペクトル
を得るのために、機械的な機構を優先したためであった。本開
発では検出システムを微小化し、試料に対して極近に設置する
ことができるように設計・製作を行った。さらに検出コイルに呼
応して、プローブの高周波回路も新たに設計製作を行った。

　これらはすべてNMRの強磁場中で正常に動作する素材で
構成されている。これにより、微小の検出器が用いられる本プ
ローブでも通常の固体NMRと同じパルスプログラムが使用で
きるようにした。また、試料管についても固体NMRでは世界で

最も細く高速回転ができる図2のような試料管を製作した。素
材や加工技術についても検討を行い、NMRのバックグランド
信号が出ることが少ない素材で精密加工を行い、高速回転が
可能な試料管を完成した。
　これらの基本的技術を利用し、いくつかのプロトタイプの製

作を行ってきた。それに関わる特許、およびノウハウとして蓄積
された事項は、現在販売が予定されている分析機器会社へ技
術移転を行っている。製作コスト面での改善の後、数年後に販
売の予定である。

図3　(a) 利尿剤薬であるフロセミドの構造式と (b) 結晶多
系のI型（赤）およびIV型（青）のスペクトルと各ピークの帰
属（サンプル提供：（株）三菱化学科学技術研究センター）。
両サンプルとも1mg以下の試料を用いて約4000回の積算
で結晶系の違いが化学シフトの違いとして観測されている。

(a) (b)
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

“大量のサンプルを必要とする”というNMRの弱点を克服し、
医薬品開発などでの応用範囲を拡大

上記成果の科学技術的根拠
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

KCIの塩橋を用いない新しいpHメーターで、酸性雨など低イオン強度の
試料も正確に測定

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 国際公開番号WO2008/032790、「参照電極およびその参照電極を用いた電気化学測定装置」、出願人：京都大学、（株）堀場製作所

【発表論文等】

1. Takahiro Yoshimatsu and Takashi Kakiuchi, "Ionic liquid salt bridge in dilute aqueous solutions," Anal. Sci., 23, 1049-1052 (2007).

2. Takashi Kakiuchi, Takahiro Yoshimatsu, and Naoya Nishi, "New class of Ag/AgCl electrodes based on hydrophobic ionic liquid 
saturated with AgCl," Anal. Chem., 79, 7187-7191 (2007).

課題概要

疎水性イオン液体を用いる
高精度高安定塩橋の開発

　本技術は新たな疎水性イオン液体を塩橋に用いることにより高精度高安定なpHメーターを実現するものである。従
来のKClに替わる、有機系イオンコンプレックス化合物からなる疎水性イオン液体を開発し、低揮発性かつ優れた電気
化学的特性を持つイオン液体の特性を活かし、メンテナンスフリーで安定したpH精密計測を可能とする技術を開発す
る。更に電極の微小化によるマイクロセンシングデバイスに道を開くことを目的とする。

開発成果

　　　　　垣内　隆（京都大学大学院工学研究科・教授）

塩橋、イオン液体、ポテンショメトリー、pH計測、液間電位差、参照電極

■参画機関名：（株）堀場製作所
■開発期間：平成17～19年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）堀場製作所が引き続き開発実施中）

高精度高安定pH計測用イオン液体塩橋の開発開発課題名

■電気化学計測への貢献
　Bjerrum以来、100年以上にわたって使われてきた
KCl型塩橋は、性能面のみならず、ハンドリング、メンテナ
ンスの点でも問題が多いものであるが、他に選択肢なく、
使われ続けてきた。我々の開発したイオン液体塩橋は、疎
水性イオン液体を用いることで原理的に新しい塩橋を提
案するもので、電気化学計測技術におけるブレークスル
ーである。
　従来技術と比較して優れているポイントは、
1． メンテナンスを大幅に軽減する、
2． KClの流入による試料の汚染がない、
3． 希薄水溶液でも液間電位は安定である、
4． 電位は液洛部の形状によらない、
5． 小型化が容易である、
などである。これらはさまざまな電気化学計測分野のニ
ーズに対応する計測システム設計に大きな自由度を与え
る。また、pH標準液検定の二次標準としてきわめて有望
である。

■分析化学、物理化学への貢献
　イオン液体塩橋をもちいた参照電極は学術的にも意義
深い。
1． 希薄水溶液におけるKCl型塩橋の液間電位差に存在
する曖昧さを明確にする、

2． 希薄水溶液の精密なpH計測が可能となる、
3． 非水溶液のpH計測などポテンショメトリーに道を開く、
4． イオン液体｜水界面、イオン液体｜固体界面の電位
差、構造に関する学術的に興味深い多くの課題の発掘
している、

5． イオン液体化学の基盤を構築するのに資する、
などである。
　今後は、イオン液体塩橋を用いた電気化学デバイスが
多種類、出てくると予想される。ミニチュア化は重要なポ
イントである。今後、開発競争が進行する、あるいは既に
進行している。大まかに応答すればよいという目的では、
誰でも作成できるものであるから、信頼性、再現性、長期
安定性などにおいて、差別化を図る必要がある。

■開発の背景／経緯
　我々は、高精度稿安定なpHメーターを実現するため、被験
溶液との接触部位として新規の「イオン液体塩橋」を開発して
いる。もっとも広範に用いられているpHメーターでは、ガラ
ス電極によるポテンショメトリーに基礎をおいているが、この
測定法には本質的な問題点がある。それは、参照電極と被験
溶液との液間電位差である。この液間電位差の変動を押さえ
るためにこれまでに用いられてきたほとんど唯一の方法は塩
化カリウム（KCI）などの濃厚塩溶液を用いる塩橋による液間
電位差の動的な低減であった。しかしこの方法では、雨水など
低イオン強度の試料の正確なpH測定が困難であることに加

え、KClの漏出による試料の汚染および参照電極の劣化など
のKClを用いる限り避けがたい問題点がある。
■開発の成果
　疎水性イオン液体を塩橋として用いることにより、原理的に
新しい方法で、KCIなど濃厚塩溶液を用いる塩橋では避けが
たい問題点の解決を図ることが出来ることを実証した。また、
長期間安定にpHの精密計測を実施しうる技術的基盤を確立
し、参照電極の微小化によるマイクロセンシングデバイスの開
発に道を開いた。図1は1-octyl-3-methyl-imidazolium 
bis (trifluoromethyl-sulfonyl) imide (C8mimC1C1N)
ゲルをpH測定用の参照電極複合型ガラス電極に組込んだ例

である。図2は模擬酸性雨に対するイオン液体塩橋の応答が
優れていることを示す。
　実用化の視点から見た問題点の洗い出しを行い、そこに存
在する学術的課題を明確することができた。事業化に向けた
計画が具体的に進行中である。

　イオン液体塩橋開発の指針となる基礎的知見が蓄積され、
イオン液体塩橋に適したイオン液体設計、合成の基盤を形成
することができた。これは、イオン液体塩橋の開発、利用、最
適化などにおいて重要であるだけでなく、分析化学、物理化
学など関連学術領域にも少なからぬ寄与を成すものである。

図1　pH測定用の参照電極複合型ガラス組込ゲル化
C8mimC1C1N塩橋

図2　模擬酸性雨に対する参照電極の応答
A：KCl 型塩橋、B：イオン液体型塩橋
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　イオン液体塩橋をもちいた参照電極は学術的にも意義
深い。
1． 希薄水溶液におけるKCl型塩橋の液間電位差に存在
する曖昧さを明確にする、

2． 希薄水溶液の精密なpH計測が可能となる、
3． 非水溶液のpH計測などポテンショメトリーに道を開く、
4． イオン液体｜水界面、イオン液体｜固体界面の電位
差、構造に関する学術的に興味深い多くの課題の発掘
している、

5． イオン液体化学の基盤を構築するのに資する、
などである。
　今後は、イオン液体塩橋を用いた電気化学デバイスが
多種類、出てくると予想される。ミニチュア化は重要なポ
イントである。今後、開発競争が進行する、あるいは既に
進行している。大まかに応答すればよいという目的では、
誰でも作成できるものであるから、信頼性、再現性、長期
安定性などにおいて、差別化を図る必要がある。

■開発の背景／経緯
　我々は、高精度稿安定なpHメーターを実現するため、被験
溶液との接触部位として新規の「イオン液体塩橋」を開発して
いる。もっとも広範に用いられているpHメーターでは、ガラ
ス電極によるポテンショメトリーに基礎をおいているが、この
測定法には本質的な問題点がある。それは、参照電極と被験
溶液との液間電位差である。この液間電位差の変動を押さえ
るためにこれまでに用いられてきたほとんど唯一の方法は塩
化カリウム（KCI）などの濃厚塩溶液を用いる塩橋による液間
電位差の動的な低減であった。しかしこの方法では、雨水など
低イオン強度の試料の正確なpH測定が困難であることに加

え、KClの漏出による試料の汚染および参照電極の劣化など
のKClを用いる限り避けがたい問題点がある。
■開発の成果
　疎水性イオン液体を塩橋として用いることにより、原理的に
新しい方法で、KCIなど濃厚塩溶液を用いる塩橋では避けが
たい問題点の解決を図ることが出来ることを実証した。また、
長期間安定にpHの精密計測を実施しうる技術的基盤を確立
し、参照電極の微小化によるマイクロセンシングデバイスの開
発に道を開いた。図1は1-octyl-3-methyl-imidazolium 
bis (trifluoromethyl-sulfonyl) imide (C8mimC1C1N)
ゲルをpH測定用の参照電極複合型ガラス電極に組込んだ例

である。図2は模擬酸性雨に対するイオン液体塩橋の応答が
優れていることを示す。
　実用化の視点から見た問題点の洗い出しを行い、そこに存
在する学術的課題を明確することができた。事業化に向けた
計画が具体的に進行中である。

　イオン液体塩橋開発の指針となる基礎的知見が蓄積され、
イオン液体塩橋に適したイオン液体設計、合成の基盤を形成
することができた。これは、イオン液体塩橋の開発、利用、最
適化などにおいて重要であるだけでなく、分析化学、物理化
学など関連学術領域にも少なからぬ寄与を成すものである。

図1　pH測定用の参照電極複合型ガラス組込ゲル化
C8mimC1C1N塩橋

図2　模擬酸性雨に対する参照電極の応答
A：KCl 型塩橋、B：イオン液体型塩橋

チームリーダー
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2008-192731、「アスベスト結合タンパク質のスクリーニング方法、並びにアスベスト結合タンパク質およびその利用」、出願人：
広島大学

2. PCT/JP2006/322279、「石綿検出方法、石綿検出剤および石綿検出キット、並びに、石綿が病因または増悪因子となる疾病を予防
または治療する薬剤候補物質のスクリーニング方法」、出願人：広島大学

【発表論文等】

1. 黒田章夫、西村智基、「バイオによるアスベスト簡易検出技術の開発」、バイオサイエンスとインダストリー、66、2、65-69 (2008).

2. A. Kuroda, T. Nishimura, T. Ishida, R. Hirota, and K. Nomura, ”Detection of chrysotile asbestos by using a chrysitile-binding 
protein”, Biotech. Bioeng., 99, 285-289 (2008).

課題概要

バイオイメージングの世界を無機に展開
̶ 超微細なアスベストの蛍光検出が可能になった！

　安全な社会構築のため、アスベストの迅速・高感度・簡易検出技術が求められている。現在アスベストの検出は、位
相差顕微鏡による方法が最も多用されているが、アスベスト繊維の判定が難しい問題や、超微細アスベストは検出でき
ない等の問題がある。電子顕微鏡やX線を利用した方法は優れた方法だが、高価で時間のかかる方法であり、簡易法
とはなりえない。我々はアスベストに結合するタンパク質を発見した。本開発では、アスベスト結合タンパク質を用いた
迅速・高感度・簡易アスベスト検出キットの開発を行う。

開発成果

　　　　　黒田章夫（広島大学大学院先端物質科学研究科・教授）

アスベスト、バイオイメージング、バイオアッセイ、蛍光顕微鏡

■参画機関名：DSファーマバイオメディカル（株）
■開発期間：平成19～22年度（予定）

バイオ技術による迅速・高感度・簡易アスベスト検出キット開発開発課題名
■現場でアスベストを検査する
　開発した蛍光法は、アスベストを認識するタンパク質に
よって、アスベストに蛍光の印をつけるものである。これ
を蛍光顕微鏡で観察すれば、繊維の形態と物性の両方を
とらえることが出来る。これまで電子顕微鏡でしか見えな
かった微細な繊維が「低倍率」で見えることが分かった。
フィルター上の広範囲を見渡す必要性があるため、この
「低倍率」というのが実用的には非常に重要である。広い
視野でも電子顕微鏡なみの感度と位相差顕微鏡なみの
手軽さで見えるため、現場での「迅速簡易検出法」として
有望である。また、画像解析技術と組み合わせることに
よって、瞬時にアスベスト繊維が計測できる自動計測技

術への応用が期待できる。
■バイオイメージングの技術を無機の世界に拡大
　2008年ノーベル賞に輝いたGFPはバイオイメージ
ングの世界でなくてはならないツールとなっている。これ
は主に生きた細胞内でのタンパク質分子の位置や量など
様々な生体内情報を取り出すところに使われている。今
回の開発技術は、いわば無機の世界にバイオイメージン
グの技術を拡大したものとも言える。バイオによる無機
物質の認識の機構はまだまだ未知の分野であるが、色々
な材料に展開可能になれば今回のアスベストだけでなく、
様々な分野にも応用できると考えられる。

図１　バイオによるアスベスト検出の原理 図２　蛍光法と電子顕微鏡法との比較

　アスベストを含む建材は4000万トンあるとされ、今後これ
らが使われた古い建物の解体のピークを迎える。その際、アス
ベストの飛散がないかどうかを現場で知る必要があるとされて
いる。現状の大気アスベスト検出の方法としては、大気をサン
プリングしたフィルターを透明化し、位相差顕微鏡により観察
する方法が用いられている。しかし、アスベスト、非アスベスト
繊維の判定が難しいことや、光の波長以下の微細アスベストを
見逃す危険がある。バイオでアスベスト検出を考えた場合、抗
体の取得ができればいいが、基本的に無機物に対して抗体の
取得は難しい。そこで、我々は細胞内タンパク質ライブラリー
の中からアスベストに結合するものをスクリーニングする方法
を開発した。その結果、DksAと呼ばれるタンパク質は、アスベ

ストのうち最も多用されたクリソタイル繊維と強く結合する性
質があることが分かった。次に我々は遺伝子操作によって
DksAとGFP（緑色蛍光タンパク質）を融合させたものを作り
だし、アスベストを蛍光顕微鏡でとらえる方法（蛍光法）を開発
した（図１）。蛍光法ではアスベスト繊維が暗視野の中で蛍光を
放って見えるので、明瞭な像が観察できた。位相差像と比較し
たところ、従来見えていないものも観察できたことから、より微
細なものが蛍光顕微鏡では見えている可能性が示された。ど
の程度微細なアスベストが観察できているかを検討した結果、
現在のところ数十ナノメートルのクリソタイル単繊維が検出で

きていることがわかっている（図２）。DksAはクリソタイル特異
的であることがわかっているので、この方法は物性と形状両方
を確認できる精度の高いアスベスト検出法になる可能性があ
ると考えられた。現在クリソタイル以外のアスベスト結合タン

パク質の取得も成功しており、蛍光色を使い分けたアスベスト
検出法の確立を目指している。また、タンパク質を無機蛍光体
で修飾したものや、アルカリホスファターゼと融合したものも
取得して改良を続けている。

チームリーダー

図３　今後ポータブル蛍光顕微鏡が開発・改良されれば
現場でのアスベスト検出が可能になる。

アスベストに蛍光タンパク質を結合させ、簡易な検出が可能に
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2008-192731、「アスベスト結合タンパク質のスクリーニング方法、並びにアスベスト結合タンパク質およびその利用」、出願人：
広島大学

2. PCT/JP2006/322279、「石綿検出方法、石綿検出剤および石綿検出キット、並びに、石綿が病因または増悪因子となる疾病を予防
または治療する薬剤候補物質のスクリーニング方法」、出願人：広島大学
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ない等の問題がある。電子顕微鏡やX線を利用した方法は優れた方法だが、高価で時間のかかる方法であり、簡易法
とはなりえない。我々はアスベストに結合するタンパク質を発見した。本開発では、アスベスト結合タンパク質を用いた
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■開発期間：平成19～22年度（予定）

バイオ技術による迅速・高感度・簡易アスベスト検出キット開発開発課題名
■現場でアスベストを検査する
　開発した蛍光法は、アスベストを認識するタンパク質に
よって、アスベストに蛍光の印をつけるものである。これ
を蛍光顕微鏡で観察すれば、繊維の形態と物性の両方を
とらえることが出来る。これまで電子顕微鏡でしか見えな
かった微細な繊維が「低倍率」で見えることが分かった。
フィルター上の広範囲を見渡す必要性があるため、この
「低倍率」というのが実用的には非常に重要である。広い
視野でも電子顕微鏡なみの感度と位相差顕微鏡なみの
手軽さで見えるため、現場での「迅速簡易検出法」として
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要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

Ｘ線位相イメージング技術により乳ガンの早期発見が可能に

上記成果の科学技術的根拠

【特許】

1. US7,180,979, “X-ray imaging system and imaging method”, 20-FEB-2007, 出願人：A. Momose

【出願特許】

1. 特開２００６－２５９２６４、「X線タルボ干渉計に用いられる位相型回折格子と振幅型回折格子の製造方法」 、出願人：（財）新産業創造研究
機構

【発表論文等】

1. A, Momose, W. Yashiro, Y. Takeda, Y. Suzuki, and T. Hattori, “Phase Tomography by X-ray Talbot Interferometry for Biological 
Imaging”, Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 5254-5262

2. M. Matsumoto, K. Takiguchi, M. Tanaka, Y. Hunabiki, H. Takeda, A. Momose, Y. Utsumi, and T. Hattori, “Fabrication of diffraction 
grating for X-ray Talbot interferometer”, Microsyst. Technol. 13 (2007) 543-546

3. W. Yashiro, Y. Takeda and A. Momose, “Efficiency of capturing a phase image using cone-beam x-ray Talbot interferometry”, J. 
Opt. Soc. Am. A 25 (2008) 2025-2039

課題概要

高アスペクト比X線格子の開発と
それを用いたX線位相画像撮像装置

　X線位相情報を利用することにより、生体軟組織に低感度な従来のX線透視画像に比べ感度を最大約1,000倍改
善したX線撮像技術を開発する。これまでSR光源からのX線を用いた研究を行ってきたが、医療応用などの実用への
鍵となる小型X線源の利用が難しいことが問題であった。本開発では、LIGAプロセスで製作するX線回折格子と小型
X線源を用いる新しい光学設計が特徴であり、非破壊検査など医療分野を筆頭としたX線画像が関係する分野での質
的変革を目指す。

開発成果

　　　　　百生　敦（東京大学大学院新領域創成科学研究科・准教授）

X線、位相、X線格子、X線リソグラフィ、狭所メッキ、トモグラフィ、医用機器

■参画機関名：兵庫県立大学
■開発期間：平成16～19年度　（「機器開発プログラム」において引き続き開発実施中）

X線位相情報による高感度医用撮像技術の開発開発課題名

　我々のX線位相画像撮像装置は、病院などの医療現場
での利用、また非破壊検査装置やX線顕微鏡など、高い空
間分解能が要求されるアプリケーションにもX線Talbot
干渉計の適用を進めており、X線透視画像が関わる広い
分野に波及しつつある。

■医療現場への貢献
　病院などの医療現場においては、X線画像の高感度化
は画像診断の精度向上や限界打破のために強く望まれて
いるが、従来の吸収コントラストに頼る方式においては解
決が難しい。X線位相情報を用いれば、格段の高感度化が
実現でき、1990年代前半にいわゆるX線位相撮像法の
概念が報告されて以降、その応用展開が切に望まれてい

た。いくつかのX線位相撮像法が実施されているが、品質
の高いX線を供給する巨大なシンクロトロン放射光施設
を用いることが前提であり、そのままでは実用化が難し
く、診断法の普及には繋がらない。コンパクトなX線源を
用いてX線位相撮像法が実現できることが鍵であり、これ
を可能とするのがX線Talbot干渉計あるいはX線
Talbot-Lau干渉計である。撮像視野についても、10cm
角のX線格子が開発でき、実用に耐えるレベルに達した。
　軟組織の観察に有効性が発揮される当該手法の応用
として、早期リウマチ診断装置、および、乳がん診断装置
の具体的開発を開始させており、首尾よく進めば、近い将
来には病院にてこれらの装置による診断が行われている
と思われる。

■開発の背景／経緯
　従来のX線画像は、生体軟組織や高分子材料など、軽い元
素から成る弱吸収物体の描出が原理的に困難であった。我々
は、X線を物体に照射して得られる位相情報を利用することに
より、広く一般に撮られているX線画像に比べて格段に高感度
な画像を得ることができる撮像装置を開発した。
■開発の成果
　X線透過格子を組み合わせることによってX線Talbot干渉
計（図1(a)）を構成し、被写体によるX線の微弱な屈折（ある
いは位相シフトの微分）を可視化する装置を開発した。X線
Talbot干渉計には、高アスペクト比（格子の間隔と格子高さ
の比）構造を有するX線透過格子が必須となる。これを微小
な深堀加工が可能なX線リソグラフィと狭所金メッキ技術によ
って製作することを本開発の中心的目的とした。格子の面積は
そのまま撮像視野に対応するので、大面積化も極めて重要な
項目である。最終的に、周期5.3μm、パターン高さ30μm、
サイズ10cm角のX線透過格子（図2(左)）を製作した。こ
れを用いたX線Talbot干渉計装置（図2(右）によって微分位
相コントラストを発生することができ、生体軟組織（軟骨など）
の描出に成功した（図3）。
　X線Talbot干渉計を動作させるためには、空間的干渉性が
比較的高いX線を用いる必要があり、実験室でこれを実現す
る場合にはマイクロフォーカスX線源を使う。しかし、マイクロ
フォーカスX線源は焦点が小さい分パワーが弱く、1枚の画像

を撮るのに約100分を要するという問題があった。これを打
開するために、通常フォーカスX線源が使えるX線
Talbot-Lau干渉計による高感度X線位相撮像装置の開発へ
さらに展開した。X線Talbot-Lau干渉計とはX線Talbot干
渉計の構成にX線源付近にマルチスリットを付加するもので
ある（図1(b)）。病院において乳がん診断装置で使用されて

いる仕様のX線源を用いて撮像したところ、現時点で視野は
限定されるが撮像時間が約10秒に短縮できた。
　X線の位相情報を利用することによる高感度撮像技術は、
これによって病院内で実現できる見通しを得た。今後撮像装置
としてシステム開発すれば、医用画像診断分野において有効
に利用できるものとなり、社会福祉に大いに貢献しうるもので
あると考える。現在、医用機器メーカーと共同で、当該技術に
基づく早期リウマチ診断装置、および、乳がん診断装置の開

発が、先端計測分析技術・機器開発事業「機器開発プログラ
ム」にて進行中である。

図3　 X線Talbot干渉計とマイクロフォーカスX線源を用いて
撮影した手羽（上）と従来法による画像（下）

図2　10cm角X線格子（左）と開発した撮像装置（右）

図1　X線Talbot干渉計(a)とX線Talbot-Lau干渉計(b)の構成

チームリーダー

3332



要素技術プログラム

得られた開発成果の概要

Ｘ線位相イメージング技術により乳ガンの早期発見が可能に

上記成果の科学技術的根拠

【特許】

1. US7,180,979, “X-ray imaging system and imaging method”, 20-FEB-2007, 出願人：A. Momose

【出願特許】

1. 特開２００６－２５９２６４、「X線タルボ干渉計に用いられる位相型回折格子と振幅型回折格子の製造方法」 、出願人：（財）新産業創造研究
機構

【発表論文等】

1. A, Momose, W. Yashiro, Y. Takeda, Y. Suzuki, and T. Hattori, “Phase Tomography by X-ray Talbot Interferometry for Biological 
Imaging”, Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 5254-5262

2. M. Matsumoto, K. Takiguchi, M. Tanaka, Y. Hunabiki, H. Takeda, A. Momose, Y. Utsumi, and T. Hattori, “Fabrication of diffraction 
grating for X-ray Talbot interferometer”, Microsyst. Technol. 13 (2007) 543-546

3. W. Yashiro, Y. Takeda and A. Momose, “Efficiency of capturing a phase image using cone-beam x-ray Talbot interferometry”, J. 
Opt. Soc. Am. A 25 (2008) 2025-2039

課題概要

高アスペクト比X線格子の開発と
それを用いたX線位相画像撮像装置

　X線位相情報を利用することにより、生体軟組織に低感度な従来のX線透視画像に比べ感度を最大約1,000倍改
善したX線撮像技術を開発する。これまでSR光源からのX線を用いた研究を行ってきたが、医療応用などの実用への
鍵となる小型X線源の利用が難しいことが問題であった。本開発では、LIGAプロセスで製作するX線回折格子と小型
X線源を用いる新しい光学設計が特徴であり、非破壊検査など医療分野を筆頭としたX線画像が関係する分野での質
的変革を目指す。

開発成果

　　　　　百生　敦（東京大学大学院新領域創成科学研究科・准教授）

X線、位相、X線格子、X線リソグラフィ、狭所メッキ、トモグラフィ、医用機器

■参画機関名：兵庫県立大学
■開発期間：平成16～19年度　（「機器開発プログラム」において引き続き開発実施中）

X線位相情報による高感度医用撮像技術の開発開発課題名

　我々のX線位相画像撮像装置は、病院などの医療現場
での利用、また非破壊検査装置やX線顕微鏡など、高い空
間分解能が要求されるアプリケーションにもX線Talbot
干渉計の適用を進めており、X線透視画像が関わる広い
分野に波及しつつある。

■医療現場への貢献
　病院などの医療現場においては、X線画像の高感度化
は画像診断の精度向上や限界打破のために強く望まれて
いるが、従来の吸収コントラストに頼る方式においては解
決が難しい。X線位相情報を用いれば、格段の高感度化が
実現でき、1990年代前半にいわゆるX線位相撮像法の
概念が報告されて以降、その応用展開が切に望まれてい

た。いくつかのX線位相撮像法が実施されているが、品質
の高いX線を供給する巨大なシンクロトロン放射光施設
を用いることが前提であり、そのままでは実用化が難し
く、診断法の普及には繋がらない。コンパクトなX線源を
用いてX線位相撮像法が実現できることが鍵であり、これ
を可能とするのがX線Talbot干渉計あるいはX線
Talbot-Lau干渉計である。撮像視野についても、10cm
角のX線格子が開発でき、実用に耐えるレベルに達した。
　軟組織の観察に有効性が発揮される当該手法の応用
として、早期リウマチ診断装置、および、乳がん診断装置
の具体的開発を開始させており、首尾よく進めば、近い将
来には病院にてこれらの装置による診断が行われている
と思われる。

■開発の背景／経緯
　従来のX線画像は、生体軟組織や高分子材料など、軽い元
素から成る弱吸収物体の描出が原理的に困難であった。我々
は、X線を物体に照射して得られる位相情報を利用することに
より、広く一般に撮られているX線画像に比べて格段に高感度
な画像を得ることができる撮像装置を開発した。
■開発の成果
　X線透過格子を組み合わせることによってX線Talbot干渉
計（図1(a)）を構成し、被写体によるX線の微弱な屈折（ある
いは位相シフトの微分）を可視化する装置を開発した。X線
Talbot干渉計には、高アスペクト比（格子の間隔と格子高さ
の比）構造を有するX線透過格子が必須となる。これを微小
な深堀加工が可能なX線リソグラフィと狭所金メッキ技術によ
って製作することを本開発の中心的目的とした。格子の面積は
そのまま撮像視野に対応するので、大面積化も極めて重要な
項目である。最終的に、周期5.3μm、パターン高さ30μm、
サイズ10cm角のX線透過格子（図2(左)）を製作した。こ
れを用いたX線Talbot干渉計装置（図2(右）によって微分位
相コントラストを発生することができ、生体軟組織（軟骨など）
の描出に成功した（図3）。
　X線Talbot干渉計を動作させるためには、空間的干渉性が
比較的高いX線を用いる必要があり、実験室でこれを実現す
る場合にはマイクロフォーカスX線源を使う。しかし、マイクロ
フォーカスX線源は焦点が小さい分パワーが弱く、1枚の画像

を撮るのに約100分を要するという問題があった。これを打
開するために、通常フォーカスX線源が使えるX線
Talbot-Lau干渉計による高感度X線位相撮像装置の開発へ
さらに展開した。X線Talbot-Lau干渉計とはX線Talbot干
渉計の構成にX線源付近にマルチスリットを付加するもので
ある（図1(b)）。病院において乳がん診断装置で使用されて

いる仕様のX線源を用いて撮像したところ、現時点で視野は
限定されるが撮像時間が約10秒に短縮できた。
　X線の位相情報を利用することによる高感度撮像技術は、
これによって病院内で実現できる見通しを得た。今後撮像装置
としてシステム開発すれば、医用画像診断分野において有効
に利用できるものとなり、社会福祉に大いに貢献しうるもので
あると考える。現在、医用機器メーカーと共同で、当該技術に
基づく早期リウマチ診断装置、および、乳がん診断装置の開

発が、先端計測分析技術・機器開発事業「機器開発プログラ
ム」にて進行中である。

図3　 X線Talbot干渉計とマイクロフォーカスX線源を用いて
撮影した手羽（上）と従来法による画像（下）

図2　10cm角X線格子（左）と開発した撮像装置（右）

図1　X線Talbot干渉計(a)とX線Talbot-Lau干渉計(b)の構成
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機器開発プログラム
このプログラムでは、要素技術開発から応用開発、プロトタイプによる実証までを
一貫して実施することによって、最先端の研究やものづくり現場のニーズに応え
られるような計測分析・機器及びその周辺システムの開発を行うことを目的とし
ています。



機器開発プログラム
このプログラムでは、要素技術開発から応用開発、プロトタイプによる実証までを
一貫して実施することによって、最先端の研究やものづくり現場のニーズに応え
られるような計測分析・機器及びその周辺システムの開発を行うことを目的とし
ています。



機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：（株）島津製作所、大阪大学、（財）癌研究会、（株）三菱化学生命科学研究所
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）島津製作所が引き続き開発実施中）

顕微質量分析装置は組織切片上における
生体分子の分布とその同定を可能にする。

質量分析イメージング、顕微鏡、脳、タンパク質、脂質

　質量分析のレーザーによって病気の原因物質を見て取る「顕微質量分析装置」を開発する。この装置は、未知の物質
を生体内から発見すると同時に構造解析できるという、既存の装置にない新性能を有する。蛋白質や核酸、脂質、糖鎖、
それら同士の修飾、未知の物質等を単一細胞内レベルで対象にすることができる。この手法は患者の病理組織における
異常原因をその場で観察することができるため、迅速な診断や医薬、治療法の開発に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　我々は、生体組織から採取した試料を顕微鏡下で観察し、見
たものを直接質量分析する顕微質量分析装置を開発した。こ
の装置により、生体内の未知の物質を発見すると同時に構造
解析できるという、既存の装置にない計測・分析・解析が可能と
なる。
■開発の成果
　組織切片に対して直接レーザー照射することにより、様々な

質量の物質とその存在量をシグナルとして検出した。
　さらにレーザーをスキャンし、各測定点において検出された
シグナルの強弱から物質の分布強度を示す二次元画像を構築
する顕微質量分析法の開発に成功し、ネイチャー誌バイオイメ
ージング特集および新聞各紙で報道された。
　分析手法の発展に示されるように光学顕微鏡では光、電子
顕微鏡では電子、レントゲンではX線を用いて可視化している
が、今回作成した顕微質量分析装置は質量を用いて可視化し
ている（図1）。
　レーザー照射により組織切片から生成する特定のイオンを、
イオントラップを用いて選択し、不活性ガスと衝突させることに
より物質を断片化することで物質の構造を特定することも可
能にした（米国分析学会誌2008、新聞各紙で報道）。

　最新型のプロトタイプ機は、これまで真空環境だったイオン
化部を大気圧環境に改良し、“生のまま試料を観察する”ことが
可能になっている（図2）。近い将来、生体試料の変化を時間軸
を加えた三次元で解析することが可能になると考えている。
　組織切片の直接測定を可能にしたのはハードウェア製作だけ
ではない。組織切片の厚さを薄く調整、蛋白質の消化処理、導
電性を有する特殊フィルムの使用、イオン化のために使用する
マトリックスの溶解溶媒の組成を改良、新規ナノマトリックスの
合成、マトリックス溶液の塗布方法の改善、画像化ソフトウェア
の作成や改良等、様々な関連技術の開発を行った。これらの開

発によって初めて高分解能・高解像度の質量分析イメージング
が可能になった。その結果として、図3に示すように、脂質の分
子種による分布の違いを明らかにした。

得られた開発成果の概要

病理組織を観察しながら、その場で原因物質を明らかに

　我々の装置は、医学生物学研究、製薬業界のみならず、
物性分析などのモノづくり分野に貢献する。
■医学への応用
　我々の研究室では顕微質量分析装置を病理組織試料
の解析へ応用し、ある重篤な疾患の病理組織における特
異的な脂質蓄積などを発見している。まさに既存の分析
手法では解き明かすことが不可能だった現象を顕微質量
分析装置によって明らかにしており、現在では多くの臨床

研究の先生方から解析依頼および共同研究のお話をい
ただいている。
■薬物動態の解析への期待
　顕微質量分析装置では生体内に存在する薬剤とその
代謝物の検出も可能であり、開発中の新薬の動態を可視
化できる方法として製薬企業から期待されている。また加
工食品の物性分析や有機発光素子の欠陥分析などのモ
ノづくり産業からも大きな反響をいただいている。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

国際特許20件を含む38件。主要特許は以下の通り。
1. PCT/JP2009/001492、「質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、国立大学法人浜松医科大学
2. US12/297160、「質量分析用試料調整方法」、出願人：大学共同利用機関法人自然科学研究機構、㈱島津製作所
3. 特願2007-66533、「レーザー照射質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、国立大学法
人大阪大学

4. 特願2007-127485、「イメージ質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、大学共同利用機関法人自然科学研究機構
5. PCT/JP2006/303614、”Mass analyzer”, Applicants: Shimadzu Co., National Institute of Natural Sciences

【発表論文等】

以下の論文等英文原著35件を含む60件。関連教科書1件。
1. Yao, I. et al. Proteomics, 2008.
2. Taira, S. et al. Anal. Chem., 2008.
3. Shimma, S. et al. Anal. Chem., 2008.
4. Yao, I. et al. Cell, 2007.
5. Ikegami et al. Proc. Natl. Acad Sci. U.S.A. 2007.
6. 瀬藤光利編「質量顕微鏡法－イメージングマススペクトロメトリー実験プロトコール」シュプリンガー・ジャパン 2009.

　　　　　瀬藤光利（浜松医科大学分子イメージング先端研究センター・教授）

図1　分析手法の発展 図2　顕微質量分析装置

図3　質量分析イメージングの実際

顕微質量分析装置の開発開発課題名

チームリーダー
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：（株）島津製作所、大阪大学、（財）癌研究会、（株）三菱化学生命科学研究所
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）島津製作所が引き続き開発実施中）

顕微質量分析装置は組織切片上における
生体分子の分布とその同定を可能にする。

質量分析イメージング、顕微鏡、脳、タンパク質、脂質

　質量分析のレーザーによって病気の原因物質を見て取る「顕微質量分析装置」を開発する。この装置は、未知の物質
を生体内から発見すると同時に構造解析できるという、既存の装置にない新性能を有する。蛋白質や核酸、脂質、糖鎖、
それら同士の修飾、未知の物質等を単一細胞内レベルで対象にすることができる。この手法は患者の病理組織における
異常原因をその場で観察することができるため、迅速な診断や医薬、治療法の開発に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　我々は、生体組織から採取した試料を顕微鏡下で観察し、見
たものを直接質量分析する顕微質量分析装置を開発した。こ
の装置により、生体内の未知の物質を発見すると同時に構造
解析できるという、既存の装置にない計測・分析・解析が可能と
なる。
■開発の成果
　組織切片に対して直接レーザー照射することにより、様々な

質量の物質とその存在量をシグナルとして検出した。
　さらにレーザーをスキャンし、各測定点において検出された
シグナルの強弱から物質の分布強度を示す二次元画像を構築
する顕微質量分析法の開発に成功し、ネイチャー誌バイオイメ
ージング特集および新聞各紙で報道された。
　分析手法の発展に示されるように光学顕微鏡では光、電子
顕微鏡では電子、レントゲンではX線を用いて可視化している
が、今回作成した顕微質量分析装置は質量を用いて可視化し
ている（図1）。
　レーザー照射により組織切片から生成する特定のイオンを、
イオントラップを用いて選択し、不活性ガスと衝突させることに
より物質を断片化することで物質の構造を特定することも可
能にした（米国分析学会誌2008、新聞各紙で報道）。

　最新型のプロトタイプ機は、これまで真空環境だったイオン
化部を大気圧環境に改良し、“生のまま試料を観察する”ことが
可能になっている（図2）。近い将来、生体試料の変化を時間軸
を加えた三次元で解析することが可能になると考えている。
　組織切片の直接測定を可能にしたのはハードウェア製作だけ
ではない。組織切片の厚さを薄く調整、蛋白質の消化処理、導
電性を有する特殊フィルムの使用、イオン化のために使用する
マトリックスの溶解溶媒の組成を改良、新規ナノマトリックスの
合成、マトリックス溶液の塗布方法の改善、画像化ソフトウェア
の作成や改良等、様々な関連技術の開発を行った。これらの開

発によって初めて高分解能・高解像度の質量分析イメージング
が可能になった。その結果として、図3に示すように、脂質の分
子種による分布の違いを明らかにした。

得られた開発成果の概要

病理組織を観察しながら、その場で原因物質を明らかに

　我々の装置は、医学生物学研究、製薬業界のみならず、
物性分析などのモノづくり分野に貢献する。
■医学への応用
　我々の研究室では顕微質量分析装置を病理組織試料
の解析へ応用し、ある重篤な疾患の病理組織における特
異的な脂質蓄積などを発見している。まさに既存の分析
手法では解き明かすことが不可能だった現象を顕微質量
分析装置によって明らかにしており、現在では多くの臨床

研究の先生方から解析依頼および共同研究のお話をい
ただいている。
■薬物動態の解析への期待
　顕微質量分析装置では生体内に存在する薬剤とその
代謝物の検出も可能であり、開発中の新薬の動態を可視
化できる方法として製薬企業から期待されている。また加
工食品の物性分析や有機発光素子の欠陥分析などのモ
ノづくり産業からも大きな反響をいただいている。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

国際特許20件を含む38件。主要特許は以下の通り。
1. PCT/JP2009/001492、「質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、国立大学法人浜松医科大学
2. US12/297160、「質量分析用試料調整方法」、出願人：大学共同利用機関法人自然科学研究機構、㈱島津製作所
3. 特願2007-66533、「レーザー照射質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、国立大学法
人大阪大学

4. 特願2007-127485、「イメージ質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所、大学共同利用機関法人自然科学研究機構
5. PCT/JP2006/303614、”Mass analyzer”, Applicants: Shimadzu Co., National Institute of Natural Sciences

【発表論文等】

以下の論文等英文原著35件を含む60件。関連教科書1件。
1. Yao, I. et al. Proteomics, 2008.
2. Taira, S. et al. Anal. Chem., 2008.
3. Shimma, S. et al. Anal. Chem., 2008.
4. Yao, I. et al. Cell, 2007.
5. Ikegami et al. Proc. Natl. Acad Sci. U.S.A. 2007.
6. 瀬藤光利編「質量顕微鏡法－イメージングマススペクトロメトリー実験プロトコール」シュプリンガー・ジャパン 2009.

　　　　　瀬藤光利（浜松医科大学分子イメージング先端研究センター・教授）

図1　分析手法の発展 図2　顕微質量分析装置

図3　質量分析イメージングの実際

顕微質量分析装置の開発開発課題名

チームリーダー

3736



機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：（株）日立ハイテクノロジーズ、北海道大学（医）、慶應義塾大学（医）、弘前大学（医）
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」においてシステム・インスツルメンツ（株）が引き続き開発実施中）

バイオマーカー探索用血清由来糖タンパク質
糖鎖自動抽出装置および定量解析法の開発

糖鎖、疾患診断、質量分析、バイオマーカー

　一滴の血清などから、現在の450倍の速さで全自動で糖鎖を分析する、世界初の「糖鎖自動分析装置」を開発する。
癌や各種生活習慣病などで発現が変化する糖鎖の異性体構造を含む20種類以上の構造と量の解析を実現する。医療
費の高騰や高齢化社会など、疾患予防診断の必要性が益々増大しているが、疾患により変化する糖鎖の解析は予防診
断上不可欠な技術であり、本技術の開発により社会貢献を目指す。

開発成果

■開発の背景／経緯
　北海道大学大学院・先端生命科学研究院の西村紳一郎教授
と、住友ベークライト（株）、塩野義製薬（株）、（株）日立ハイテク
ノロジーズ、システムインスツルメンツ（株）等は共同で、現在
の数百倍のスピードで糖鎖を生体試料から自動抽出する、「糖
鎖自動抽出装置」を開発した。
　私たちの体の中に存在するタンパク質のほとんどは翻訳後
修飾という形で糖鎖の付加を受けており、糖鎖の存在は様々な
生命現象に深く関わっている。それら糖鎖の構造と疾患は密接
に関係し、多くの疾患で糖鎖構造に変化の起こることが知られ
ているが、解析が煩雑なため詳細な検討は困難を極める。その
ため、スクリーニングなどの大規模構造解析を可能にする優れ

た手法や解析装置は開発されておらず、欧米特許に基づく遺
伝子解析が先行している状況にある。本開発では、生体内に微
量に存在する糖鎖を高速かつ簡便に回収し、定量的に測定可
能な環境を開発することで、疾患の予防あるいは早期診断に
貢献を果たすことを目的としている。
■開発の成果
　糖鎖自動抽出装置は、多様な成分を含む生体試料から糖鎖
のみを高い選択性のもと高速に回収し精製する独自の画期的
な概念(Glycoblotting法)により開発されており、糖鎖捕捉
担体の開発・担体上でのオリゴ糖修飾法開発など複数の要素
技術開発の上に成り立っている。

本開発の技術的特長
●血清の前処理から糖鎖発現プロファイル解析までの全ての
工程を世界で初めて自動化することにより、飛躍的な処理
速度を達成。

●複雑な構成成分からなる生体試料から糖鎖のみを高選択的
かつ高速に捕捉・精製する独自の画期的な概念による「糖
鎖自動前処理装置（仮称：SweetBlot®）」を開発。

●精製回収された糖タンパク質糖鎖をハイスループットに質量
分析にて定量解析するために必要な酸性糖シアル酸のメチ
ルエステル化工程を自動化処理に世界初導入。

●複雑な混合物中から特異的に糖鎖のみを回収する糖鎖捕捉
用担体として、BlotGlyco®ビーズを開発し、既に上市。
Glycoblotting法による可逆的な糖鎖の捕捉・遊離が可能。

得られた開発成果の概要

生体内の微量の糖鎖分析で病気の早期診断が可能に

■糖鎖解析の迅速化、簡易化への貢献
　本システムにより、生体試料由来糖鎖の大規模解析が
はじめて可能となり、100例以上の血清試料中の疾患特
異的糖鎖発現プロファイルの取得がわずか数日で可能に
なった。従来、熟練した研究者の手によっても数ヶ月かか
っていたが、装置のオペレータにより、非常に簡単にそし
て高速に取得できる。
■糖鎖バイオマーカーの探索への貢献
　多くの疾患で、糖鎖の発現は量・質ともに変化のあるこ
とが示されており、今後、糖鎖の変化から病気を診断すると

いったバイオマーカーの探索に、大きな展開が期待される。
■糖鎖の定性・定量的な発現動態（グライコミクス）解
析の方法論の標準化
　Glycoblotting法とBlotGlyco®ビーズにより、従来
困難であった糖鎖の分析が誰にでもできるようになった。
糖鎖生物学研究に興味を持つ多くの研究者の参入を促し
つつある。本成果を広く発信するために本研究チームリ
ーダーらによって糖鎖の解析からタンパク質・ゲノムへと
遡ってその機能を探るGFRG（Glycoform-focused 
Reverse Genomics）研究会が2007年に発足した。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2006-217165、「糖鎖捕捉物質およびその用途」、出願人：北海道大学、住友　ベークライト（株）

2. 国際公開番号WO2008/001888（特願2006-181292）、「糖鎖分析用血清前処理法」、出願人：北海道大学、塩野義製薬（株）

3. 国際公開番号WO2007/099856（特願2006-046173）、「質量分析用生体関連分子のエステル化法及び得られたエステル化　誘
導体の質量分析方法」、出願人：北海道大学

4. PCT/JP2008/68111 「糖鎖自動前処理装置」、出願人：北海道大学、システム・インスツルメンツ（株）

【発表論文等】

1. Furukawa J-i., Shinohara Y., Kuramoto H., Miura Y., Shimaoka H., Kurogochi M., Nakano M., and Nishimura S.-I., “A 
comprehensive approach to structural and functional glycomics based on chemoselective glycoblotting and sequential 
tagconversion”, Anal. Chem., 4, 1094-1101 (2008)

2. Miura Y., Hato M., Shinohara Y., Kuramoto H., Furukawa J.-i., Kurogochi M., Shimaoka H., Tada M., Nakanishi K., Ozaki M., 
TodoS., and Nishimura S.-I., “BlotGlycoABCTM: An integrated glycoblotting technique for rapid and large-scale clinical 
glycomics”, Mol.Cell. Proteomics, 7, 370-377 (2008)

3. Kita Y., Miura Y., Furukawa J., Nakano M., Shinohara Y., Ohno M., Takimoto A., and Nishimura S.-I., “Quantitative glycomics 
ofhuman whole serum glycoproteins based on the standardized protocol for liberating N-glycans”, Mol. Cell. Proteomics, 6, 
1437-1445 (2007)

4. Kurogochi M., Amano M., Fumoto M., Takimoto A., and Kondo H., and Nishimura S.-I., “Reverse glycoblotting allows rapid 
enrichment glycoproteomics of biopharmaceuticals and disease-related biomarkers”, Angew. Chem. Int. Ed., 46, 8808-8813 
(2007)

5. Nishimura S.-I., Niikura K., Kurogochi M., Matsushita T., Fumoto M., Hinou H., Kamitani R., Nakagawa H., Deguchi K., Miura N., 
Monde K., Kondo H., “High-Throughput Protein Glycomics: Combined Use of Chemoselective Glycoblotting and MALDI-TOF/TOF 
Mass Spectrometry”, Angew. Chem. Int. Ed., 44, 91-96 (2005)

6. Nagahori N., Abe M., Nishimura S.-I., “Structural and functional glycosphingolipidomics by glycoblotting with 
aminooxy-functionalized gold nanoparticle”, Biochemistry, 48, 583-594 (2009)

※本プログラムの中から生まれた開発成果などにより
◎イノベーションジャパン2005スペシャルアワード優秀賞　受賞　「複合糖質糖鎖精製キット S-Bio BlotGlyco」
◎第７回産学官連携推進会議　産学官連携功労者表彰　日本学術会議会長賞　受賞　世界初の糖鎖自動解析装置「Ｓｗｅｅｔ Ｂｌｏｔ」

　　　　　西村紳一郎（北海道大学大学院先端生命科学研究院・教授）

疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置の開発開発課題名

チームリーダー
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：（株）日立ハイテクノロジーズ、北海道大学（医）、慶應義塾大学（医）、弘前大学（医）
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」においてシステム・インスツルメンツ（株）が引き続き開発実施中）

バイオマーカー探索用血清由来糖タンパク質
糖鎖自動抽出装置および定量解析法の開発

糖鎖、疾患診断、質量分析、バイオマーカー

　一滴の血清などから、現在の450倍の速さで全自動で糖鎖を分析する、世界初の「糖鎖自動分析装置」を開発する。
癌や各種生活習慣病などで発現が変化する糖鎖の異性体構造を含む20種類以上の構造と量の解析を実現する。医療
費の高騰や高齢化社会など、疾患予防診断の必要性が益々増大しているが、疾患により変化する糖鎖の解析は予防診
断上不可欠な技術であり、本技術の開発により社会貢献を目指す。

開発成果

■開発の背景／経緯
　北海道大学大学院・先端生命科学研究院の西村紳一郎教授
と、住友ベークライト（株）、塩野義製薬（株）、（株）日立ハイテク
ノロジーズ、システムインスツルメンツ（株）等は共同で、現在
の数百倍のスピードで糖鎖を生体試料から自動抽出する、「糖
鎖自動抽出装置」を開発した。
　私たちの体の中に存在するタンパク質のほとんどは翻訳後
修飾という形で糖鎖の付加を受けており、糖鎖の存在は様々な
生命現象に深く関わっている。それら糖鎖の構造と疾患は密接
に関係し、多くの疾患で糖鎖構造に変化の起こることが知られ
ているが、解析が煩雑なため詳細な検討は困難を極める。その
ため、スクリーニングなどの大規模構造解析を可能にする優れ

た手法や解析装置は開発されておらず、欧米特許に基づく遺
伝子解析が先行している状況にある。本開発では、生体内に微
量に存在する糖鎖を高速かつ簡便に回収し、定量的に測定可
能な環境を開発することで、疾患の予防あるいは早期診断に
貢献を果たすことを目的としている。
■開発の成果
　糖鎖自動抽出装置は、多様な成分を含む生体試料から糖鎖
のみを高い選択性のもと高速に回収し精製する独自の画期的
な概念(Glycoblotting法)により開発されており、糖鎖捕捉
担体の開発・担体上でのオリゴ糖修飾法開発など複数の要素
技術開発の上に成り立っている。

本開発の技術的特長
●血清の前処理から糖鎖発現プロファイル解析までの全ての
工程を世界で初めて自動化することにより、飛躍的な処理
速度を達成。

●複雑な構成成分からなる生体試料から糖鎖のみを高選択的
かつ高速に捕捉・精製する独自の画期的な概念による「糖
鎖自動前処理装置（仮称：SweetBlot®）」を開発。

●精製回収された糖タンパク質糖鎖をハイスループットに質量
分析にて定量解析するために必要な酸性糖シアル酸のメチ
ルエステル化工程を自動化処理に世界初導入。

●複雑な混合物中から特異的に糖鎖のみを回収する糖鎖捕捉
用担体として、BlotGlyco®ビーズを開発し、既に上市。
Glycoblotting法による可逆的な糖鎖の捕捉・遊離が可能。

得られた開発成果の概要

生体内の微量の糖鎖分析で病気の早期診断が可能に

■糖鎖解析の迅速化、簡易化への貢献
　本システムにより、生体試料由来糖鎖の大規模解析が
はじめて可能となり、100例以上の血清試料中の疾患特
異的糖鎖発現プロファイルの取得がわずか数日で可能に
なった。従来、熟練した研究者の手によっても数ヶ月かか
っていたが、装置のオペレータにより、非常に簡単にそし
て高速に取得できる。
■糖鎖バイオマーカーの探索への貢献
　多くの疾患で、糖鎖の発現は量・質ともに変化のあるこ
とが示されており、今後、糖鎖の変化から病気を診断すると

いったバイオマーカーの探索に、大きな展開が期待される。
■糖鎖の定性・定量的な発現動態（グライコミクス）解
析の方法論の標準化
　Glycoblotting法とBlotGlyco®ビーズにより、従来
困難であった糖鎖の分析が誰にでもできるようになった。
糖鎖生物学研究に興味を持つ多くの研究者の参入を促し
つつある。本成果を広く発信するために本研究チームリ
ーダーらによって糖鎖の解析からタンパク質・ゲノムへと
遡ってその機能を探るGFRG（Glycoform-focused 
Reverse Genomics）研究会が2007年に発足した。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2006-217165、「糖鎖捕捉物質およびその用途」、出願人：北海道大学、住友　ベークライト（株）

2. 国際公開番号WO2008/001888（特願2006-181292）、「糖鎖分析用血清前処理法」、出願人：北海道大学、塩野義製薬（株）

3. 国際公開番号WO2007/099856（特願2006-046173）、「質量分析用生体関連分子のエステル化法及び得られたエステル化　誘
導体の質量分析方法」、出願人：北海道大学

4. PCT/JP2008/68111 「糖鎖自動前処理装置」、出願人：北海道大学、システム・インスツルメンツ（株）

【発表論文等】

1. Furukawa J-i., Shinohara Y., Kuramoto H., Miura Y., Shimaoka H., Kurogochi M., Nakano M., and Nishimura S.-I., “A 
comprehensive approach to structural and functional glycomics based on chemoselective glycoblotting and sequential 
tagconversion”, Anal. Chem., 4, 1094-1101 (2008)

2. Miura Y., Hato M., Shinohara Y., Kuramoto H., Furukawa J.-i., Kurogochi M., Shimaoka H., Tada M., Nakanishi K., Ozaki M., 
TodoS., and Nishimura S.-I., “BlotGlycoABCTM: An integrated glycoblotting technique for rapid and large-scale clinical 
glycomics”, Mol.Cell. Proteomics, 7, 370-377 (2008)

3. Kita Y., Miura Y., Furukawa J., Nakano M., Shinohara Y., Ohno M., Takimoto A., and Nishimura S.-I., “Quantitative glycomics 
ofhuman whole serum glycoproteins based on the standardized protocol for liberating N-glycans”, Mol. Cell. Proteomics, 6, 
1437-1445 (2007)

4. Kurogochi M., Amano M., Fumoto M., Takimoto A., and Kondo H., and Nishimura S.-I., “Reverse glycoblotting allows rapid 
enrichment glycoproteomics of biopharmaceuticals and disease-related biomarkers”, Angew. Chem. Int. Ed., 46, 8808-8813 
(2007)

5. Nishimura S.-I., Niikura K., Kurogochi M., Matsushita T., Fumoto M., Hinou H., Kamitani R., Nakagawa H., Deguchi K., Miura N., 
Monde K., Kondo H., “High-Throughput Protein Glycomics: Combined Use of Chemoselective Glycoblotting and MALDI-TOF/TOF 
Mass Spectrometry”, Angew. Chem. Int. Ed., 44, 91-96 (2005)

6. Nagahori N., Abe M., Nishimura S.-I., “Structural and functional glycosphingolipidomics by glycoblotting with 
aminooxy-functionalized gold nanoparticle”, Biochemistry, 48, 583-594 (2009)

※本プログラムの中から生まれた開発成果などにより
◎イノベーションジャパン2005スペシャルアワード優秀賞　受賞　「複合糖質糖鎖精製キット S-Bio BlotGlyco」
◎第７回産学官連携推進会議　産学官連携功労者表彰　日本学術会議会長賞　受賞　世界初の糖鎖自動解析装置「Ｓｗｅｅｔ Ｂｌｏｔ」

　　　　　西村紳一郎（北海道大学大学院先端生命科学研究院・教授）

疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置の開発開発課題名

チームリーダー
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：金沢大学、京都大学、北陸先端科学技術大学院大学、名古屋工業大学
■開発期間：平成１６～２１年度（予定）

生体分子や高分子の直接動態観察が可能に

高速AFM、生体分子、動態観察、カンチレバー、CNF

　生体高分子（タンパク質やDNA等）の動的構造情報を得ることは、その機能解明を行うために重要である。そのため
の生体分子3次元高分解能動態解析装置（高速原子間力顕微鏡）を開発する。従来の原子間力顕微鏡は1画像を撮るの
に分オーダーの時間を要し、動的挙動観察は不可能であった。本装置は、水溶液中の生体分子をナノメータの解像度で
動的観察可能で、描画速度40フレーム/秒、垂直分解能0.1nm、試料に与える力2pN以下という性能を目指している。

開発成果

　従来の光学式顕微鏡や、電子顕微鏡では、液中分子1個1
個の、「動きを直接観察する」ことは困難であった。それを可
能とする最高描画速度40fps（フレーム／秒）、最大走査範囲
２μｍの動画観察装置（高速AFM）を開発した(図１)。また、
本装置専用の高共振カンチレバー（共振周波数：0.9～
1.75MHz、水中、バネ定数：125～263 pN/nm）を開発
（図２）。さらに、本カンチレバーに取付ける先端が尖った
EBD（Electron- Beam-Deposition）探針：先端曲率半径

4.1nm、CNF（Carbon Nano Fiber）探針：先端曲率半径
8nmを開発(図３)。また、生体分子を水中で半固定するため
の試料固定基板、装置校正用の標準試料の開発を行っている。

得られた開発成果の概要

高速AFMで、液中の分子の動きを直接可視化に成功

1. 生命科学分野：生体分子の機能は、ダイナミックな構
造変化や、他分子との相互作用から引き出される。従
って、機能している個々の生体分子の動的プロセスを
ナノメータの解像度で直接可視化することが、その機
能解明のために、最も直接的なアプローチである。本
装置はそのような、構造と機能との間に密接なつなが
りのある分子の直接的可視化を唯一可能にする顕微
鏡であり、生体分子の機能解明に大きく貢献する（図
４、図５)。

2. 化学分野：本装置によって、高分子鎖１本1本の動態
を直接観測することが可能となり、推論や仮定なしに、
分子構造と物性およびその動態の関係を明確に理解
することが出来る(図６：キラルならせん主鎖を有す
るπ共役ポリマーの2分子間相互作用の動態を直接
可視化することに世界で初めて成功)。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. T. Ando, T. Uchihashi, and T. Fukuma, “High-speed atomic force microscopy for nano-visualization of dynamic biomolecular 

processes”, Prog. Surf. Sci. 83, 337-437 (2008). 
2. M. Yokokawa, C. Wada, T. Ando, N. Sakai, A. Yagi, SH. Yoshimura and K. Takeyasu, “Fast-scanning atomic force microscopy 

reveals the ATP/ADP-dependent conformational changes of GroEL”, EMBO J. 25, 4567-4576 (2006).
3. Ken-ichi Shinohara, “Single Molecular Imaging of Intermolecular Interaction as a Hopping Molecular Motion along a Chiral Helical 

π-Conjugated Polymer Chain”, 高分子 58, 301 (2009).

　　　　　伊東修一（オリンパス株式会社精密技術開発本部開発１G・グループリーダー）

生体分子3次元高分解能動態解析装置の開発開発課題名

チームリーダー

図１　動画観察装置プロトタイプ

図２　高共振カンチレバー

図３　CNF探針

図４　脂質のベシクル・ナノチューブから２重層膜が形成
される過程。小さいパッチ状の二重層膜の他に直径
20nmのナノチューブも形成される。時間とともにチュー
ブの濃度が増大し、かなり高密度になると瞬時に二重層膜
に展開される。画像中の数字はフレーム番号。走査範囲
800nm、フレームレート1s/frame（1fps）。

図５　ヌクレオチド存在下におけるGroELの1分子観察（1fps）Scale bar : 50 nm

図６　Chemical structure of a chiral helical π-conjugated polymer, (‒)-poly(MtOCAPA), and High-Speed AFM 
images of a dynamic behavior of the intermolecular interaction between single molecules of 
(‒)-poly(MtOCAPA) on mica under n-octylbenzene at room temperature. An arrow indicates the hopping 
polymer chain. Scan rate: 101.7 ms per frame (9.83 fps). Pixel: 100 x 100. XY-range: 100 nm x 100 nm. 
Z-range: 3.5 nm.
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課題概要

■参画機関名：金沢大学、京都大学、北陸先端科学技術大学院大学、名古屋工業大学
■開発期間：平成１６～２１年度（予定）

生体分子や高分子の直接動態観察が可能に

高速AFM、生体分子、動態観察、カンチレバー、CNF

　生体高分子（タンパク質やDNA等）の動的構造情報を得ることは、その機能解明を行うために重要である。そのため
の生体分子3次元高分解能動態解析装置（高速原子間力顕微鏡）を開発する。従来の原子間力顕微鏡は1画像を撮るの
に分オーダーの時間を要し、動的挙動観察は不可能であった。本装置は、水溶液中の生体分子をナノメータの解像度で
動的観察可能で、描画速度40フレーム/秒、垂直分解能0.1nm、試料に与える力2pN以下という性能を目指している。

開発成果

　従来の光学式顕微鏡や、電子顕微鏡では、液中分子1個1
個の、「動きを直接観察する」ことは困難であった。それを可
能とする最高描画速度40fps（フレーム／秒）、最大走査範囲
２μｍの動画観察装置（高速AFM）を開発した(図１)。また、
本装置専用の高共振カンチレバー（共振周波数：0.9～
1.75MHz、水中、バネ定数：125～263 pN/nm）を開発
（図２）。さらに、本カンチレバーに取付ける先端が尖った
EBD（Electron- Beam-Deposition）探針：先端曲率半径

4.1nm、CNF（Carbon Nano Fiber）探針：先端曲率半径
8nmを開発(図３)。また、生体分子を水中で半固定するため
の試料固定基板、装置校正用の標準試料の開発を行っている。

得られた開発成果の概要

高速AFMで、液中の分子の動きを直接可視化に成功

1. 生命科学分野：生体分子の機能は、ダイナミックな構
造変化や、他分子との相互作用から引き出される。従
って、機能している個々の生体分子の動的プロセスを
ナノメータの解像度で直接可視化することが、その機
能解明のために、最も直接的なアプローチである。本
装置はそのような、構造と機能との間に密接なつなが
りのある分子の直接的可視化を唯一可能にする顕微
鏡であり、生体分子の機能解明に大きく貢献する（図
４、図５)。

2. 化学分野：本装置によって、高分子鎖１本1本の動態
を直接観測することが可能となり、推論や仮定なしに、
分子構造と物性およびその動態の関係を明確に理解
することが出来る(図６：キラルならせん主鎖を有す
るπ共役ポリマーの2分子間相互作用の動態を直接
可視化することに世界で初めて成功)。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. T. Ando, T. Uchihashi, and T. Fukuma, “High-speed atomic force microscopy for nano-visualization of dynamic biomolecular 

processes”, Prog. Surf. Sci. 83, 337-437 (2008). 
2. M. Yokokawa, C. Wada, T. Ando, N. Sakai, A. Yagi, SH. Yoshimura and K. Takeyasu, “Fast-scanning atomic force microscopy 

reveals the ATP/ADP-dependent conformational changes of GroEL”, EMBO J. 25, 4567-4576 (2006).
3. Ken-ichi Shinohara, “Single Molecular Imaging of Intermolecular Interaction as a Hopping Molecular Motion along a Chiral Helical 

π-Conjugated Polymer Chain”, 高分子 58, 301 (2009).

　　　　　伊東修一（オリンパス株式会社精密技術開発本部開発１G・グループリーダー）

生体分子3次元高分解能動態解析装置の開発開発課題名

チームリーダー

図１　動画観察装置プロトタイプ

図２　高共振カンチレバー

図３　CNF探針

図４　脂質のベシクル・ナノチューブから２重層膜が形成
される過程。小さいパッチ状の二重層膜の他に直径
20nmのナノチューブも形成される。時間とともにチュー
ブの濃度が増大し、かなり高密度になると瞬時に二重層膜
に展開される。画像中の数字はフレーム番号。走査範囲
800nm、フレームレート1s/frame（1fps）。

図５　ヌクレオチド存在下におけるGroELの1分子観察（1fps）Scale bar : 50 nm

図６　Chemical structure of a chiral helical π-conjugated polymer, (‒)-poly(MtOCAPA), and High-Speed AFM 
images of a dynamic behavior of the intermolecular interaction between single molecules of 
(‒)-poly(MtOCAPA) on mica under n-octylbenzene at room temperature. An arrow indicates the hopping 
polymer chain. Scan rate: 101.7 ms per frame (9.83 fps). Pixel: 100 x 100. XY-range: 100 nm x 100 nm. 
Z-range: 3.5 nm.
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：日本電子（株）
■開発期間：平成16～21年度（予定）

スピンＳＥＭの高分解能化を目指した、
スピン検出器の高効率化とプローブ電子線の細束化

スピンＳＥＭ、磁区観察、高分解能、スピン検出器、高効率、ＳＥＭ、収差補正

　ハードディスクをはじめとする磁気デバイスや磁性材料の開発は急速に進み、現状の評価装置では分解能を含め、対
応が困難となりつつある。そこで、磁気分解能3nmを有し、ナノ領域の組成分析、結晶構造解析機能を複合化したスピ
ン偏極走査電子顕微鏡を新たに開発して、磁気構造解析、その組成・結晶構造との関係を解明し、磁性に関する現象の解
明やデバイス性能向上の研究に貢献する。

開発成果

　本開発の最大の目標は、磁区観察用スピン偏極走査電子顕
微鏡（スピンＳＥＭ）の分解能を、チームリーダ等が旧工業技
術院（現産業技術総合研究所、産総研）で開発したスピンＳＥ
Ｍの有する世界最高値5nmから、さらに3nmまで向上させ
ることにある。しかしながら、スピンＳＥＭでは信号検出を行う
スピン検出器の検出効率が極めて低いため、プローブ電流を
通常のＳＥＭより大きくする必要があり、これがスピンSEMの
高分解能化を妨げていた。この問題を解決し高分解能化を達
成するため、本開発ではプローブ電流が小さくても大きな信
号が得られるよう、スピン検出器の高効率化を図った。この効

率化は、スピン検出に利用するモット散乱の基礎データのシス
テマティックな取得と、このデータを基にした、シミュレーショ
ンによるスピン検出器の構造決定と動作条件の最適化により
達成した。図１(a)、(b)に、それぞれ産総研および本開発のス
ピン検出器を搭載したスピンＳＥＭによる磁区像を示す。(a)は
プローブ電流0.8 nA、(b)はプローブ電流0.2nA、画像取得
時間は双方とも22分である。２つの像のS/Nから判断すると、
本開発のスピン検出器の効率は産総研のそれに比して約5倍
高くなっていることがわかる。
　また上記に加え、通常のＳＥＭと異なり、大きなプローブ電

流でも小さなプローブ径が得られるスピンSEM用電子銃の
専用収差補正器を開発した。ここで採用した収差補正器（コレ
クタ）は、従来のセミインレンズ型SEMに採用されていた短
動作距離（4mm）用コレクタを元にスピンSEMで使用する
長動作距離（12mm）の対物レンズとの併用を可能にし、また
球面収差の他に色収差補正の実現を目標として12極子4段
型コレクタの設計を行った。本コレクタを用いて、加速電圧

20 kV、プローブ電流1nAで得られた金微粒子のＳＥＭ像を
図２(a)に、(a)の赤線部分のラインプロファイルを(b)に示す。
これより、プローブ電子線径は目標値の3nm以下に細束化さ
れていることが分かる。
　今後は本装置を用いて微細な磁区を有する試料を観察し、
目標である磁区分解能3nmを確認する。

得られた開発成果の概要

世界最高の高分解能を有するスピンSEMを開発

　近年、情報化社会の進展に伴って膨大は情報を記録す
る必要性が生じており、中でも高速大容量記録・ランダ
ムアクセスが可能なハードディスクドライブ（HDD）の磁
気記録の高密度化は凄まじい勢いで進んでいる。現在研
究室レベルでのHDD磁気記録媒体の磁性膜厚は１０～
２０nm程度に、記録ビット長は15nm程度にまで達して
おり、さらにビット長を短くする方向で研究は進められて
いる。このような微小領域への情報の記録や微小領域か
らの情報の再生にはサブミクロンサイズの磁気ヘッドが
使われており、特に再生においてはその感度を高めるた
め、非磁性層を挟んだ厚さ数nmの磁性層からなる
Current Perpendicular to the Plane Giant 
Magneto-Resistanceヘッドの研究が進められている。
このような従来デバイスの性能向上の研究が進む一方

で、電子のスピンを利用したスピントロニクスと呼ばれる
新しい技術分野が成長しつつあり、Magnetic Random 
Access Memory、スピンFET、スピントランジスター
等のデバイス研究が精力的な進められている。また、ナ
ノ構造化による非磁性－強磁性転移、スピン注入磁化反
転といったデバイス応用可能な新しい磁気物性が見出さ
れる一方、電子のスピン－軌道－電荷の自由度が強く結
合した強相関磁性材料は、組成・キャリア濃度に依存して
多彩な磁気構造をとり、磁場・温度・圧力・光等によっ
て、その多くは室温以下の低温で１次の磁気相転移を起
こす。このような産業応用から磁性物理分野に至る研究
において、高分解能磁化分布観察装置は必要不可欠であ
り、本開発装置がこれらの分野の研究進展に大きく貢献
することは疑いの余地がない。

上記成果の科学技術的根拠

現在準備中であり、公表されたものはない。

　　　　　小池和幸（北海道大学大学院理学研究院・教授）

高分解能スピン偏極走査電子顕微鏡開発課題名

図２　本開発のスピンＳＥＭによって得られた二次電子像(a)とラインプロファイル(b)

図１　産総研(a)および本開発(b)のスピンＳＥＭによって得られた鉄表面の磁区像

チームリーダー

(a) (b)

(a) (b)
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■参画機関名：日本電子（株）
■開発期間：平成16～21年度（予定）

スピンＳＥＭの高分解能化を目指した、
スピン検出器の高効率化とプローブ電子線の細束化

スピンＳＥＭ、磁区観察、高分解能、スピン検出器、高効率、ＳＥＭ、収差補正

　ハードディスクをはじめとする磁気デバイスや磁性材料の開発は急速に進み、現状の評価装置では分解能を含め、対
応が困難となりつつある。そこで、磁気分解能3nmを有し、ナノ領域の組成分析、結晶構造解析機能を複合化したスピ
ン偏極走査電子顕微鏡を新たに開発して、磁気構造解析、その組成・結晶構造との関係を解明し、磁性に関する現象の解
明やデバイス性能向上の研究に貢献する。

開発成果

　本開発の最大の目標は、磁区観察用スピン偏極走査電子顕
微鏡（スピンＳＥＭ）の分解能を、チームリーダ等が旧工業技
術院（現産業技術総合研究所、産総研）で開発したスピンＳＥ
Ｍの有する世界最高値5nmから、さらに3nmまで向上させ
ることにある。しかしながら、スピンＳＥＭでは信号検出を行う
スピン検出器の検出効率が極めて低いため、プローブ電流を
通常のＳＥＭより大きくする必要があり、これがスピンSEMの
高分解能化を妨げていた。この問題を解決し高分解能化を達
成するため、本開発ではプローブ電流が小さくても大きな信
号が得られるよう、スピン検出器の高効率化を図った。この効

率化は、スピン検出に利用するモット散乱の基礎データのシス
テマティックな取得と、このデータを基にした、シミュレーショ
ンによるスピン検出器の構造決定と動作条件の最適化により
達成した。図１(a)、(b)に、それぞれ産総研および本開発のス
ピン検出器を搭載したスピンＳＥＭによる磁区像を示す。(a)は
プローブ電流0.8 nA、(b)はプローブ電流0.2nA、画像取得
時間は双方とも22分である。２つの像のS/Nから判断すると、
本開発のスピン検出器の効率は産総研のそれに比して約5倍
高くなっていることがわかる。
　また上記に加え、通常のＳＥＭと異なり、大きなプローブ電

流でも小さなプローブ径が得られるスピンSEM用電子銃の
専用収差補正器を開発した。ここで採用した収差補正器（コレ
クタ）は、従来のセミインレンズ型SEMに採用されていた短
動作距離（4mm）用コレクタを元にスピンSEMで使用する
長動作距離（12mm）の対物レンズとの併用を可能にし、また
球面収差の他に色収差補正の実現を目標として12極子4段
型コレクタの設計を行った。本コレクタを用いて、加速電圧

20 kV、プローブ電流1nAで得られた金微粒子のＳＥＭ像を
図２(a)に、(a)の赤線部分のラインプロファイルを(b)に示す。
これより、プローブ電子線径は目標値の3nm以下に細束化さ
れていることが分かる。
　今後は本装置を用いて微細な磁区を有する試料を観察し、
目標である磁区分解能3nmを確認する。

得られた開発成果の概要

世界最高の高分解能を有するスピンSEMを開発

　近年、情報化社会の進展に伴って膨大は情報を記録す
る必要性が生じており、中でも高速大容量記録・ランダ
ムアクセスが可能なハードディスクドライブ（HDD）の磁
気記録の高密度化は凄まじい勢いで進んでいる。現在研
究室レベルでのHDD磁気記録媒体の磁性膜厚は１０～
２０nm程度に、記録ビット長は15nm程度にまで達して
おり、さらにビット長を短くする方向で研究は進められて
いる。このような微小領域への情報の記録や微小領域か
らの情報の再生にはサブミクロンサイズの磁気ヘッドが
使われており、特に再生においてはその感度を高めるた
め、非磁性層を挟んだ厚さ数nmの磁性層からなる
Current Perpendicular to the Plane Giant 
Magneto-Resistanceヘッドの研究が進められている。
このような従来デバイスの性能向上の研究が進む一方

で、電子のスピンを利用したスピントロニクスと呼ばれる
新しい技術分野が成長しつつあり、Magnetic Random 
Access Memory、スピンFET、スピントランジスター
等のデバイス研究が精力的な進められている。また、ナ
ノ構造化による非磁性－強磁性転移、スピン注入磁化反
転といったデバイス応用可能な新しい磁気物性が見出さ
れる一方、電子のスピン－軌道－電荷の自由度が強く結
合した強相関磁性材料は、組成・キャリア濃度に依存して
多彩な磁気構造をとり、磁場・温度・圧力・光等によっ
て、その多くは室温以下の低温で１次の磁気相転移を起
こす。このような産業応用から磁性物理分野に至る研究
において、高分解能磁化分布観察装置は必要不可欠であ
り、本開発装置がこれらの分野の研究進展に大きく貢献
することは疑いの余地がない。

上記成果の科学技術的根拠

現在準備中であり、公表されたものはない。

　　　　　小池和幸（北海道大学大学院理学研究院・教授）

高分解能スピン偏極走査電子顕微鏡開発課題名

図２　本開発のスピンＳＥＭによって得られた二次電子像(a)とラインプロファイル(b)

図１　産総研(a)および本開発(b)のスピンＳＥＭによって得られた鉄表面の磁区像

チームリーダー

(a) (b)

(a) (b)
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課題概要

■参画機関名：京都大学、大阪大学、神戸大学、北陸先端科学技術大学院大学、金沢大学
■開発期間：平成17～22年度（予定）

新世代の走査型プローブ顕微鏡システム

走査型プローブ顕微鏡、SPM、AFM、実用環境、原子分子スケール、構造観察、物性計測

　大気中や液中などの環境下において、金属、半導体、絶縁体、有機材料などの構造・機能物性評価が原子・分子ス
ケールで可能な原子分解能分析顕微鏡を開発する。本開発では、熱ドリフトの影響を補正するアトムトラッキング技術
や試料表面の特定位置の電子状態を分析するバイアス-フォースカーブ技術等の要素技術を開発し、原子・分子分解
能での表面原子・分子の組成、電荷移動、結合状態などに関する知見を与える分析顕微鏡を実現する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　走査型プローブ顕微鏡法（SPM：Scanning Probe Micro-
scopy）は、金属、半導体、絶縁体、有機材料、生体など、さま
ざまな試料に対して応用が期待される高分解能観察手法である。
超高真空中では、共振点付近で振動させているカンチレバーの
振動変化を周波数変調（FM）法で検出し、いわゆる非接触原子
間力顕微鏡（NC-AFM：ノンコンタクトAFM）として動作させる
ことで、原子・分子レベルの構造観察が可能となっている。しかし、
大気中・液中では共振の鋭さを表わすＱ値が上がらないことか
ら、分解能や安定性に不足があったのが実状である。
■開発の成果
　本プロジェクトでは、従来困難であった大気中・液中における
FM-AFM による高分解能観察技術を確立し、（１）さまざまな実
用環境下で （２）原子分子スケールでの （３）物性計測 を可能に
する装置を開発することを目標として、技術開発を進めてきた。
　おもな開発要素と得られた成果を以下に示す。

　現在、これらの要素技術を組み込んだFM-AFMを試作し（図
１）、大気中・液中で安定に原子・分子分解能が得られることの検
証を進めている。

　大気中における原子・分子分解能の検証例を図２に示す。鮮明
な分子像が観察され、サブ分子分解能が達成されていることが分
かる。また、溶液中におけるタンパク質結晶の高分解能観察像を
図３に示す。さらに物性計測の応用例として二酸化チタンモデル
触媒の大気圧下での表面電荷移動の計測例を図４に示す。

得られた開発成果の概要

大気中・液中で安定に原子・分子分解能が得られる新世代顕微鏡システムを開発
　本開発による、新世代の走査型プローブ顕微鏡システムは、ナノ
テクノロジー関連の広範な研究分野において有効な装置として多方
面で使用される。特に、真空を要しない機能・性能によって、これま
では試料適応性、操作性、装置価格、設置スペースなどの観点から
導入をためらわれていた応用分野においても普及が見込まれる。
■材料分野への活用
　電気・光学デバイス、バイオ・化学センサーなど多様な応用展開
を見せている機能材料分野では、表面の親・疎水性、濡れ性、接着
性などを制御する観点において、分子構造情報、官能基の分布と機
能、双極子の存在や区別が計測できる高分解能観察が可能となれ
ば非常に有用な情報となる。これらによって、機能材料の故障解析
や製品評価に絶大な効果を発揮する。
■触媒化学への貢献
　新世代触媒の原子レベル構造観察と動作状態解析には、実動状
態に近い環境下で、触媒微粒子表面を原子分解能で計測する技術
が必要である。触媒表面で起きる電荷移動は、表面の原子スケール
構造に依存すると考えられるが、原子分解能で局所的な電荷分布を
計測する手法はこれまでなかった。本開発システムによってそれが
可能になれば、一つ一つの触媒微粒子における電荷移動が粒子の
大きさや位置によってどう異なるのか、などの根源的な疑問に答え
ることができる。これによって、従来よりもはるかにきめ細かな触媒
評価とそれに基づいた触媒設計への道が拓ける。
■生体分野への応用
　生体関連試料の機能を直接計測するには、液中環境でのin vivo

観察を分子スケールで行なう必要がある。さらに、生体分子におけ
る溶媒和構造の局所解析は、その高次立体構造の安定性や生体機
能の発現過程を解明する上で必要不可欠である。本開発システム
では、その高精度な力検出感度を生かして局所的な溶媒和構造の
可視化が可能となり、生体試料の構造、機能の解明に大きく寄与す
る情報を提供する。

　このように、新世代の走査型プローブ顕微鏡システムは、真空を
要しない汎用性と最高の分解能を併せ持つ特長によって多方面の
科学技術分野に必須の装置として最先端研究に貢献する。本システ
ムは、我が国を発祥とするナノ計測分析の標準手法の確立を目指す
ものであり、さらなる市場拡大が期待できる。

　　　　　粉川良平（株式会社島津製作所  分析計測事業部・プロダクトマネージャー）

大気中・液中で動作する原子分解能分析顕微鏡開発課題名

チームリーダー

図5　新世代の走査型プローブ顕微鏡システムの応用展開

上記成果の科学技術的根拠
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図１　試作した走査型プローブ顕微鏡システム

図２　鉛フタロシアニン分子の大気中FM-AFM像
(a)15x15 nm2、(b)7x7 nm2、フタロシアニン分子(c)に
対応する構造が鮮明に観察されている。

図３　液中高分解能観察例
飽和溶液中における水溶
性タンパク質結晶(正方晶
リゾチーム（110)面）の
高分解能観察像。図中四角
は表面ユニットセル（11.2 
× 3.8 nm）であり、方向
の異なるタンパク質分子
（○）が4つ含まれている。
矢印はc軸方向を表す。

図４　窒素ガス環境にお
けるTiO2上のPt粒子
の高分解能観察と表面
電荷分布
高分解能観察像（左）で
Pt粒子が確認され、表
面電荷像（右）ではPt
粒子および近傍の電荷
移動が計測される。

高感度・広帯域な 検出限界 7fm/
カンチレバー変位検出系の開発 　　

高安定自励発振回路・ 　 検出感度 0.01Hz/
高感度周波数復調器の開発

高剛性・ドリフトフリーな 熱ドリフト量 1nm/分以下
AFMの開発

精密環境制御チャンバーの開発 装置温度安定性 ±0.2℃以内
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課題概要

■参画機関名：京都大学、大阪大学、神戸大学、北陸先端科学技術大学院大学、金沢大学
■開発期間：平成17～22年度（予定）

新世代の走査型プローブ顕微鏡システム

走査型プローブ顕微鏡、SPM、AFM、実用環境、原子分子スケール、構造観察、物性計測

　大気中や液中などの環境下において、金属、半導体、絶縁体、有機材料などの構造・機能物性評価が原子・分子ス
ケールで可能な原子分解能分析顕微鏡を開発する。本開発では、熱ドリフトの影響を補正するアトムトラッキング技術
や試料表面の特定位置の電子状態を分析するバイアス-フォースカーブ技術等の要素技術を開発し、原子・分子分解
能での表面原子・分子の組成、電荷移動、結合状態などに関する知見を与える分析顕微鏡を実現する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　走査型プローブ顕微鏡法（SPM：Scanning Probe Micro-
scopy）は、金属、半導体、絶縁体、有機材料、生体など、さま
ざまな試料に対して応用が期待される高分解能観察手法である。
超高真空中では、共振点付近で振動させているカンチレバーの
振動変化を周波数変調（FM）法で検出し、いわゆる非接触原子
間力顕微鏡（NC-AFM：ノンコンタクトAFM）として動作させる
ことで、原子・分子レベルの構造観察が可能となっている。しかし、
大気中・液中では共振の鋭さを表わすＱ値が上がらないことか
ら、分解能や安定性に不足があったのが実状である。
■開発の成果
　本プロジェクトでは、従来困難であった大気中・液中における
FM-AFM による高分解能観察技術を確立し、（１）さまざまな実
用環境下で （２）原子分子スケールでの （３）物性計測 を可能に
する装置を開発することを目標として、技術開発を進めてきた。
　おもな開発要素と得られた成果を以下に示す。

　現在、これらの要素技術を組み込んだFM-AFMを試作し（図
１）、大気中・液中で安定に原子・分子分解能が得られることの検
証を進めている。

　大気中における原子・分子分解能の検証例を図２に示す。鮮明
な分子像が観察され、サブ分子分解能が達成されていることが分
かる。また、溶液中におけるタンパク質結晶の高分解能観察像を
図３に示す。さらに物性計測の応用例として二酸化チタンモデル
触媒の大気圧下での表面電荷移動の計測例を図４に示す。

得られた開発成果の概要

大気中・液中で安定に原子・分子分解能が得られる新世代顕微鏡システムを開発
　本開発による、新世代の走査型プローブ顕微鏡システムは、ナノ
テクノロジー関連の広範な研究分野において有効な装置として多方
面で使用される。特に、真空を要しない機能・性能によって、これま
では試料適応性、操作性、装置価格、設置スペースなどの観点から
導入をためらわれていた応用分野においても普及が見込まれる。
■材料分野への活用
　電気・光学デバイス、バイオ・化学センサーなど多様な応用展開
を見せている機能材料分野では、表面の親・疎水性、濡れ性、接着
性などを制御する観点において、分子構造情報、官能基の分布と機
能、双極子の存在や区別が計測できる高分解能観察が可能となれ
ば非常に有用な情報となる。これらによって、機能材料の故障解析
や製品評価に絶大な効果を発揮する。
■触媒化学への貢献
　新世代触媒の原子レベル構造観察と動作状態解析には、実動状
態に近い環境下で、触媒微粒子表面を原子分解能で計測する技術
が必要である。触媒表面で起きる電荷移動は、表面の原子スケール
構造に依存すると考えられるが、原子分解能で局所的な電荷分布を
計測する手法はこれまでなかった。本開発システムによってそれが
可能になれば、一つ一つの触媒微粒子における電荷移動が粒子の
大きさや位置によってどう異なるのか、などの根源的な疑問に答え
ることができる。これによって、従来よりもはるかにきめ細かな触媒
評価とそれに基づいた触媒設計への道が拓ける。
■生体分野への応用
　生体関連試料の機能を直接計測するには、液中環境でのin vivo

観察を分子スケールで行なう必要がある。さらに、生体分子におけ
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可視化が可能となり、生体試料の構造、機能の解明に大きく寄与す
る情報を提供する。

　このように、新世代の走査型プローブ顕微鏡システムは、真空を
要しない汎用性と最高の分解能を併せ持つ特長によって多方面の
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図１　試作した走査型プローブ顕微鏡システム

図２　鉛フタロシアニン分子の大気中FM-AFM像
(a)15x15 nm2、(b)7x7 nm2、フタロシアニン分子(c)に
対応する構造が鮮明に観察されている。

図３　液中高分解能観察例
飽和溶液中における水溶
性タンパク質結晶(正方晶
リゾチーム（110)面）の
高分解能観察像。図中四角
は表面ユニットセル（11.2 
× 3.8 nm）であり、方向
の異なるタンパク質分子
（○）が4つ含まれている。
矢印はc軸方向を表す。

図４　窒素ガス環境にお
けるTiO2上のPt粒子
の高分解能観察と表面
電荷分布
高分解能観察像（左）で
Pt粒子が確認され、表
面電荷像（右）ではPt
粒子および近傍の電荷
移動が計測される。

高感度・広帯域な 検出限界 7fm/
カンチレバー変位検出系の開発 　　

高安定自励発振回路・ 　 検出感度 0.01Hz/
高感度周波数復調器の開発

高剛性・ドリフトフリーな 熱ドリフト量 1nm/分以下
AFMの開発

精密環境制御チャンバーの開発 装置温度安定性 ±0.2℃以内
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：浜松ホトニクス（株）
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において浜松ホトニクス（株）が引き続き開発実施中）

新規光検出器「デジタルHPD」の開発

光検出器、半導体

　半導体素子技術と光電子増倍管技術、さらにICエレクトロニクス技術を融合させたハイブリッド光検出器を開発する。
従来の光電子増倍管より優れた時間分解能、早い読み出し時間、優れた波高分解能を有するデバイスの構築を目指す。
これによって、非常に弱い光源から来る光の粒子（フォトン）をひとつずつ精度よく、かつ高速に測定できるようになる。
基礎科学の実験から実用まで汎用性の高いデバイスである。

開発成果

■開発の背景／経緯
　我々は、微弱な光を検出するための計測機器、次世代光検出
器「ハイブリッド光検出器(Hybrid Photondetector, HPD)」
の開発を行っている。本検出器は既存の光電子増倍管を超え
る性能を持つ。さらに、電源とネットワークケーブルを光検出器
に接続するだけで、簡単にデータが取れるデバイス、デジタル
HPDの開発を目指している。
■開発の成果
　HPDは、半導体素子アバランシェダイオード(AD)と光電子
増倍管技術さらに半導体エレクトロニクス技術を融合したデバ
イスであり、従来の光電子増倍管より優れた時間分解能、早
い読み出し、優れた波高分解能を有することが可能である。さ

らに、HPDは，製造過程の簡素化により、光電子増倍管より
も低価格で大型の光検出器を実現できる。HPDにおいては、
光（フォトン）があたる光電面から放出された電子を高電圧
（10-20キロボルト）で加速、ADに打ち込み、 そこでの電子・
ホール対生成とアバランシェゲインとから、1電子あたり、お
よそ10万個の二次電子を発生する。HPDでは従来の光電子
増倍管と異なり電子増倍部に複雑な電極が存在せず、二次電
子の軌道長のばらつきがないため、フォトンが光電面に到達し
てからパルス信号となるまでの時間のバラツキは原理的に存
在しない。その結果、大きな光電面を持つ検出器でも優れた
時間分解能が期待できる。またこの信号は、プレアンプで増幅
された後、アナログパイプラインメモリーに蓄えられ、その後
アナログーデジタル変換器でデジタル信号に変換される。
　したがって本開発により、時間分解能1ナノ秒(10億分の
1秒)、フォトン1個ずつの検出可能性、増幅ゲイン10万以上、

さらに1マイクロ秒(100万分の1秒)メモリーといった優れ
た特性を持つ光デバイスが実現する。同時に量産に適し、超小
型から大口径までの汎用・応用性の高い光検出器である。プ
ロトタイプHPDは、1フォトン事象において、時間分解能
190ピコ秒（1ピコ秒は1ナノ秒の千分の1）を達成している。
平成19年度には、高電圧電源の小型化、アナログパイプライ

ンメモリーとデジタル信号処理、イーサーネットの出力を持っ
た小型読み出しモジュールの試作機が完成し、HPDの後段信
号読み出し部への実装が行えた。これにより、電源とネットワ
ークケーブルを光検出器に接続するだけで、簡単にデータが
取れるデバイス、デジタルHPDが可能になった。

得られた開発成果の概要

光の粒子を高分解能かつ高速に検出する画期的な光検出器

■ニュートリノ物理学、環境科学研究への貢献
　我々の開発したHPDは、以下の三点において、最先端
研究分野に貢献することができると考えている。

1.  HPDは、既存の光検出器である光電子増倍管と比べ
ると、その性能がさまざまな点で優れている。特に、実
際のアプリケーションで問題となるエネルギー分解能
と時間分解能は、下記のようになる。

　HPDは光電子増倍管に比べて、エネルギー分解能で3
倍、時間分解能で10倍優れた性能を持っている。

2.  後段信号読み出し回路のアナログパイプラインメモリ
ーは、1ナノ秒の間隔で、信号をサンプリングでき、10

ビット以上の分解能を持っている。同様のサンプル間
隔を実現できるアナログーデジタル変換器は、8ビット
の分解能しか持たない。このような高速サンプル高分
解能を実現したデバイスを、HPDと独立したオンライ
ンデジタル信号処理機能付きイーサーネット読み出し
回路とすることにより、HPD以外の検出器の読み出し
回路としても簡単に使用することができる。

3.  HPDは、優れた1フォトン検出機能をもっている。
HPDを使うと、蛍の発する光のような微弱な生物発光
（1フォトン事象）を測定することができる。

　HPDは、以上の性能を有すことから、100万トン級の
水タンクの中でニュートリノが水分子と反応を起こして発
生するきわめてかすかな光（チェレンコフ光）の到達時間
を高精度に測定する必要がある次世代ニュートリノ物理
学実験や、湖沼の微生物の生物発光をモニターすること
による環境分析など、微少な光（フォトン一個）を大きな体
積あるいは面積にわたって検出する必要のある分野にお
いて、画期的分析機器となることが期待できる。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. Y. Kawai et al. "Large-aperture hybrid photo-detector," Nucl. Instrum. Meth. A579: 42-45, 2007.
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半導体素子増幅による光検出器の開発開発課題名

 13インチ 13インチ
 HPD 光電子増倍管

1フォトンエネルギー
分解能 [%] 24 70

1フォトン時間分解能
 [ps] 190 1400

デジタルHPD
ネットワークケーブルと電源ケーブルで動作

チームリーダー
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：浜松ホトニクス（株）
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において浜松ホトニクス（株）が引き続き開発実施中）
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：新日本製鐵（株）、分子科学研究所、工学院大学
■開発期間：平成16～21年度（予定）

単一微粒子の履歴解析装置；有機物が計れる
イオンビーム質量分析とナノスケール質量イメージング

大気浮遊粒子状物質、収束イオンビーム

　ナノスケール加工可能な収束イオンビームと特定の分子種を選択検出できるレーザーイオン化を融合した新たな局
所分析法により、微粒子の表面と内部の組成の違いを計測する単一微粒子履歴解析装置を開発する。有害な大気浮遊
粒子状物質のうち環境場や発生起源に特徴的な微粒子に適用し、年輪の様に刻まれている組成分布情報から発生源や
浮遊履歴を解明する。これにより汚染物質の生成機構を明確化する事で環境科学に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　大気浮遊粒子状物質は多様な発生源を有する極めて複雑な
混合物であり、しかも存在する環境場の影響により複雑な反応
を経て変化する。そこで、汚染の実態把握と対策への貢献を目
指し、微粒子に年輪のように刻まれている組成分布を計測する
「単一微粒子の履歴解析装置」の開発を行った。

■開発の成果
有害有機物の選択検出
　環境微粒子は無機・有機を含め複雑な混合物である。このな
かから有害物質だけを検出するために、従来のFIBスパッタリ
ングによって発生する二次イオンではなく、紫外線領域のレー
ザー光によりイオン化し、有害物質（ピレン）を選択的に検出す
ることができた(図1)。
大気環境微粒子内部の分析
　FIBで狙った粒子を断面加工し、ユーセントリック回転機構と
併せたナノサンプリング法（特許出願）を用いることで、断面を
マッピングすることに成功した。図2の例では一般大気から捕
集した粒子においてMgとCaが相補的に分布していることが
明らかとなり、粒子の発生機構に関する情報が得られる。また、

マッピング分解能として40nmの世界最高分解能を達成した。
マイクロチップUVレーザー試作とレーザーイオン化法の開発
　本装置に最適な小型・高繰返し・高輝度のマイクロチップUV

パルスレーザーを試作し100Hzでの有機物イオン化分析に
成功した。kHz台の高繰り返し化が可能であり有機分子のナノ
スケールマッピングの実現が期待される。

得られた開発成果の概要

大気浮遊粒子を削って汚染物質の生成のしくみを明らかにし、
環境問題への取り組みを支援

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1.特開2008-39521、「集束イオンビームを用いる微細部位解析装置」、出願人：東京工業大学、新日本製鐵（株）

2. 特開2007-327929、「イオン化分析装置及びイオン化分析方法」、出願人：東京工業大学、新日本製鐵（株）

【発表論文等】

1. Tetsuo Sakamoto, Masaomi Koizumi, Jyunji Kawasaki and Jyun Yamaguchi, "Development of a High Lateral Resolution TOF-SIMS 
Apparatus for Single Particle Analysis", Applied Surface Science, 255 (4), 1617-1620 (2008).

　　　　　藤井正明（東京工業大学資源化学研究所・教授）

収束イオンビーム/レーザーイオン化法による単一微粒子の履歴解析装置開発課題名

図2　大気微粒子の内部解析の例図1　ディーゼル粒子の分析結果

　本プロジェクトは次世代の夢の環境分析装置「単一微
粒子履歴解析装置」を実現するものであるが、環境解析
のみならず、材料開発などの分野へも貢献が期待され
る。現状でも無機物に関しては成分別にナノスケール質
量イメージングが実現されているが、開発後半で追加し
た高繰り返し専用レーザー開発が完了すると、有機物に
関しても化学構造情報を保持したイメージングが可能に
なる。これにより、様々な最先端研究やナノテク時代のも
のづくり現場のニーズに応える事の出来る先端分析装置
としての寄与も見込まれる。

■環境科学への貢献
　「単一微粒子履歴解析装置」の目指す分析機能は僅か
１個の微粒子からその成分のみならず発生源とその後の
飛来経路や成長履歴を明らかにするものであり、
特定地点で検出された環境微粒子の発生源と経
路の特定など、従来は不可能と思われた様々な
分析が可能になる。また、単一微粒子による分析
は究極の微少量環境分析であるため、軽量かつ
簡易な携帯型サンプラーを用いて広い地域での
同時多点測定が可能であり、浮遊履歴まで含め
ての微粒子の時間･空間変動の解析を実現可能
とする。
■材料開発への貢献
　本装置の有する「非破壊観察可能なナノ加工・
分析機能」、「有機物にも使えるナノスケール顕
微質量分析機能」は有機薄膜、液晶、ブレンドポ
リマー素材など材料分野に対して極めて広範な

ニーズを有する。さらに、ナノテクノロジの目指す分子デ
バイス・分子エレクトロニクスの開発にはSTM、AFMの
ような主に表面形状を走査する顕微鏡だけでは不十分で
あり、ナノメートル単位でサンプリングして成分分析でき
る手段が必要不可欠である。特にナノテクノロジが作り上
げるデバイスの多くは有機物を含むもので、これを分析
できるのは本プロジェクトで開発するFIB-REMPI装置を
おいて他には存在しない。即ちオンリーワンの先端分析
装置である。さらに、本装置の根幹である収束イオンビ
ーム質量分析部の性能は分析時の面分解能が40nmに
達しており、世界最高の分解能である。レーザーと組み
合わせた場合の信号増強により、従来の方法と比較して
感度も30倍以上高い。従って、本分析装置は世界最高
性能の表面質量分析装置である。
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ることができた(図1)。
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併せたナノサンプリング法（特許出願）を用いることで、断面を
マッピングすることに成功した。図2の例では一般大気から捕
集した粒子においてMgとCaが相補的に分布していることが
明らかとなり、粒子の発生機構に関する情報が得られる。また、
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スケールマッピングの実現が期待される。
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る手段が必要不可欠である。特にナノテクノロジが作り上
げるデバイスの多くは有機物を含むもので、これを分析
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課題概要

■参画機関名：アルバック理工（株）、慶應義塾大学、首都大学東京、学習院大学、東北大学（工）
■開発期間：平成19～21年度（予定）

静磁場と電磁浮遊法を組み合わせた
高温融体の高精度熱物性計測

電磁浮遊、静磁場、高温融体、比熱、熱伝導率、放射率、表面張力、密度

　半導体の結晶製造や超耐熱合金の精密鋳造あるいは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に
とって数値シミュレーションは必要不可欠なツールであり、その基盤を支える融体の熱物性値データベースの充実が求
められている。本開発では、電磁浮遊法に静磁場を重畳することによって液滴の振動と表面の対流を抑制し、高温融体
の熱伝導率、比熱、放射率、密度、表面張力を高精度に測定するシステムを開発することを目的とする。

開発成果

　高温融体は化学的にきわめて活性で容器との反応が避けら
れない。また、融体は容易に流動するため、僅かな温度差で自
然対流やマランゴニ対流が生じ、これが真の熱伝導率測定を
困難にしている。さらに、表面張力は、雰囲気の酸素分圧に大
きく影響される。以上の理由から、高温融体の熱物性計測は、
極めて困難で、ほとんど整備されていないのが現状である。
本開発で提案する熱物性計測システム（図１）では、上記の課
題を克服するため、以下の3つの技術をコアとする世界初の
装置開発を行っている。

（１）電磁浮遊法によって、試料融体を浮遊させ、試料の汚染
を回避する。 

（２）静磁場を重畳することによって、浮遊する融体の振動と内
部の対流を抑制・制御する。

（３）酸素ポンプを用いて雰囲気の酸素分圧を制御する。
　上記のように浮遊状態および周囲の酸素分圧を制御した液
滴に対して、下記の熱物性計測技術を構築した。
●レーザー周期加熱カロリメトリー法：浮遊液滴上部から正弦
波でレーザー照射を行い、液滴下部からその温度応答を測
定し、温度振幅および位相差から、液滴の定圧モル熱容量
（比熱）、熱伝導率、放射率を測定する。図2は、溶融シリコ
ンの熱伝導率の磁場および温度依存性を示す。磁場を大き
くすると融体内部の流れが抑制され、見かけの熱伝導率の
値は徐々に小さくなる。4T以上では、流れの影響が無視で
きるほど小さくなったため、真の熱伝導率が測定できるよう
になった。
●液滴振動法による表面張力測定：浮遊液滴の固有振動数か
ら表面張力を測定する。酸素ポンプにより、酸素分圧の制御
された雰囲気中で測定を行い、融体の表面張力の温度係数
が、高温で正の値から負の値へと変化する挙動を実測する
ことに成功した。融体表面の酸素の吸着平衡を考慮して、表
面張力を温度および酸素分圧の関数として定量的に評価す
ることができるようになった。

●レーザーイメージングによる高精度密度測定：レーザー光
を試料に照射し、試料の影を撮影して、液滴形状を観察す
る。通常のレーザー光では、レーザー光強度がガウス分布を
しているため、歪んだ試料形状として計測されてしまう。こ

のため、レーザー光強度をガウス分布から、フラットなパル
ス状強度へ変換し、ビームエクスパンダーで拡大し、平行光
を得た。こうして、温度や位置によらない高精度液滴形状観
察ができるようになった。

得られた開発成果の概要

浮遊する高温融体の熱物性を測定する世界初の装置を開発

　材料プロセス開発においては、高温融体の熱物性に関
しても潜在的ニーズがあるにも関わらず、これまではユー
ザーの要求を満たす測定装置が無かったため市場も未開
発であった。本装置の開発により、容易に高温融体の熱物
性測定が可能となれば、下記の産業分野や大学・研究機関
において大きな需要が見込める。 
●エネルギー産業：原子炉・核融合炉用材料、発電用ター
ビン材料開発
●航空宇宙産業：ロケット・航空機用エンジン及び構成部
材開発

●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

●大学等研究機関：熱工学・材料工学・物性物理学

●依頼測定機関・公立の技術センター：各種金属材料の依
頼測定、材料開発

　ものづくりを支援するための熱物性基盤を構築するた
めには、得られた熱物性値をデータベース化することが必
要である。（独）産業技術総合研究所（AIST）計測標準研
究部門が作成している分散型熱物性データベースへの連
携も行う。
　本研究の成果は、高温融体の物性物理の発展にも大き
く貢献できる。すでに、溶融シリコンの熱伝導に自由電子
の寄与が支配的であることを実証し、また、表面張力測定
から融体表面の酸素の吸着平衡に関する知見を得ること
にも成功した。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. H. Kobatake, H. Fukuyama, I. Minato, T. Tsukada and S. Awaji, “Noncontact modulated laser calorimetry of liquid silicon in a static 

magnetic field”, J. Appl. Phys. 104 (2008) 054901-1-8.
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高度ものづくり支援－超高温熱物性計測システムの開発開発課題名
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図１　超高温熱物性計測システム

図２　溶融シリコンの熱伝導率の磁場及び温度依存性 図3　溶融銀の表面張力の温度および酸素分圧依存性
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課題概要

■参画機関名：アルバック理工（株）、慶應義塾大学、首都大学東京、学習院大学、東北大学（工）
■開発期間：平成19～21年度（予定）

静磁場と電磁浮遊法を組み合わせた
高温融体の高精度熱物性計測

電磁浮遊、静磁場、高温融体、比熱、熱伝導率、放射率、表面張力、密度

　半導体の結晶製造や超耐熱合金の精密鋳造あるいは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に
とって数値シミュレーションは必要不可欠なツールであり、その基盤を支える融体の熱物性値データベースの充実が求
められている。本開発では、電磁浮遊法に静磁場を重畳することによって液滴の振動と表面の対流を抑制し、高温融体
の熱伝導率、比熱、放射率、密度、表面張力を高精度に測定するシステムを開発することを目的とする。

開発成果

　高温融体は化学的にきわめて活性で容器との反応が避けら
れない。また、融体は容易に流動するため、僅かな温度差で自
然対流やマランゴニ対流が生じ、これが真の熱伝導率測定を
困難にしている。さらに、表面張力は、雰囲気の酸素分圧に大
きく影響される。以上の理由から、高温融体の熱物性計測は、
極めて困難で、ほとんど整備されていないのが現状である。
本開発で提案する熱物性計測システム（図１）では、上記の課
題を克服するため、以下の3つの技術をコアとする世界初の
装置開発を行っている。

（１）電磁浮遊法によって、試料融体を浮遊させ、試料の汚染
を回避する。 

（２）静磁場を重畳することによって、浮遊する融体の振動と内
部の対流を抑制・制御する。

（３）酸素ポンプを用いて雰囲気の酸素分圧を制御する。
　上記のように浮遊状態および周囲の酸素分圧を制御した液
滴に対して、下記の熱物性計測技術を構築した。
●レーザー周期加熱カロリメトリー法：浮遊液滴上部から正弦
波でレーザー照射を行い、液滴下部からその温度応答を測
定し、温度振幅および位相差から、液滴の定圧モル熱容量
（比熱）、熱伝導率、放射率を測定する。図2は、溶融シリコ
ンの熱伝導率の磁場および温度依存性を示す。磁場を大き
くすると融体内部の流れが抑制され、見かけの熱伝導率の
値は徐々に小さくなる。4T以上では、流れの影響が無視で
きるほど小さくなったため、真の熱伝導率が測定できるよう
になった。
●液滴振動法による表面張力測定：浮遊液滴の固有振動数か
ら表面張力を測定する。酸素ポンプにより、酸素分圧の制御
された雰囲気中で測定を行い、融体の表面張力の温度係数
が、高温で正の値から負の値へと変化する挙動を実測する
ことに成功した。融体表面の酸素の吸着平衡を考慮して、表
面張力を温度および酸素分圧の関数として定量的に評価す
ることができるようになった。

●レーザーイメージングによる高精度密度測定：レーザー光
を試料に照射し、試料の影を撮影して、液滴形状を観察す
る。通常のレーザー光では、レーザー光強度がガウス分布を
しているため、歪んだ試料形状として計測されてしまう。こ

のため、レーザー光強度をガウス分布から、フラットなパル
ス状強度へ変換し、ビームエクスパンダーで拡大し、平行光
を得た。こうして、温度や位置によらない高精度液滴形状観
察ができるようになった。

得られた開発成果の概要

浮遊する高温融体の熱物性を測定する世界初の装置を開発

　材料プロセス開発においては、高温融体の熱物性に関
しても潜在的ニーズがあるにも関わらず、これまではユー
ザーの要求を満たす測定装置が無かったため市場も未開
発であった。本装置の開発により、容易に高温融体の熱物
性測定が可能となれば、下記の産業分野や大学・研究機関
において大きな需要が見込める。 
●エネルギー産業：原子炉・核融合炉用材料、発電用ター
ビン材料開発
●航空宇宙産業：ロケット・航空機用エンジン及び構成部
材開発

●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

●大学等研究機関：熱工学・材料工学・物性物理学

●依頼測定機関・公立の技術センター：各種金属材料の依
頼測定、材料開発

　ものづくりを支援するための熱物性基盤を構築するた
めには、得られた熱物性値をデータベース化することが必
要である。（独）産業技術総合研究所（AIST）計測標準研
究部門が作成している分散型熱物性データベースへの連
携も行う。
　本研究の成果は、高温融体の物性物理の発展にも大き
く貢献できる。すでに、溶融シリコンの熱伝導に自由電子
の寄与が支配的であることを実証し、また、表面張力測定
から融体表面の酸素の吸着平衡に関する知見を得ること
にも成功した。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. H. Kobatake, H. Fukuyama, I. Minato, T. Tsukada and S. Awaji, “Noncontact modulated laser calorimetry of liquid silicon in a static 

magnetic field”, J. Appl. Phys. 104 (2008) 054901-1-8.

2. 江田拓朗、小澤俊平、安達正芳、白鳥英、尺長憲昭、日比谷孟俊、渡邉匡人、「液滴振動法による表面張力測定における回転およびl=2、
m=±2振動を抽出する手法の提案」、熱物性、21 (2007) 207-211　（日本熱物性学会　2008年度論文賞）

3. 諸星圭祐、小澤俊平、田川俊夫、日比谷孟俊、「電磁浮遊炉を用いた液滴振動法によるAg融体の表面張力測定」、日本金属学会誌、72 
(2008) 708-713　（日本金属学会若手論文賞）

　　　　　福山博之（東北大学多元物質科学研究所・教授）

高度ものづくり支援－超高温熱物性計測システムの開発開発課題名

チームリーダー

図１　超高温熱物性計測システム

図２　溶融シリコンの熱伝導率の磁場及び温度依存性 図3　溶融銀の表面張力の温度および酸素分圧依存性
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：日本電子（株）、崇城大学、（株）日立メディコ、富士電機システムズ（株）、田辺三菱製薬（株）、
 （独）放射線医学総合研究所
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において日本レドックス（株）が引き続き開発実施中

生体内レドックス動態の高感度画像解析装置
および手法の開発

フリーラジカル、酸化ストレス疾患、オーバーハウザー効果MRI、ニトロキシルラジカル

　生活習慣病に深く関わる「活性酸素・フリーラジカル・レドックス」の動態を無侵襲画像解析するために、高分解磁気
共鳴統合画像解析装置および最適化プローブ剤からなるシステムを開発する。本システムを種々の酸化ストレス疾患や
脳機能障害のモデル実験動物に適用し、レドックス動態・機能障害の無侵襲画像解析手法を確立することで、生活習慣
病・脳機能障害の発症機序の解明と新たな診断法の確立・医薬品の開発に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　多くの生理現象や疾患の成因・進展に活性酸素･フリーラジ
カルを含むレドックス代謝が密接に関与している。従って、実
験動物でのレドックス動態を個体レベルで可視化できれば、生
命現象や生活習慣病の発症機序の解明に繋がることが期待さ
れる。
　我々が開発している「オーバーハウザー効果MRI（OMRI）」
は、フリーラジカルの電子スピンを励起させ、その後、水分子
の水素核スピンを偏極させMRI測定を行うことで高感度画像
化が可能な装置である。しかしこれまでの装置は、MRI磁場が
0.015Tと非常に低いため、感度・分解能共に悪く、正確な

生体内臓器・組織画像を得ることができなかった。
■開発の成果
　そこで我々は、動物移動装置の設計・試作、MRI漏洩磁界
を補正可能なESR励起磁石の開発、画像シークエンスの検
討・改良、並びに本装置に適した造影剤開発と実験動物モデ
ルでの評価を並行して行った。その結果、図1に示す統合型
磁気共鳴画像化装置の試作に成功した。本試作機は、既存装
置では全く得られないMRI画像とフリーラジカル画像を明瞭
に得ることができ、スライス画像撮像にも成功した。一方で、
組織移行性の異なるニトロキシルラジカルの窒素核を同位体
標識することで、細胞膜内・外での反応を区別できる手法を開

発した(図2)。本成果は、新たなフリーラジカル画像化法とし
て生体計測の非常に有効な機器となることが期待される。

得られた開発成果の概要

生体内器官の酸化・還元状態などを可視化することにより
生活習慣病の発症機構の解明が可能に

　我々の装置は酸化ストレス疾患の成因・進展を解明す
るものであり、主に医学研究分野や医薬品開発現場での
利用が期待される。一連の開発成果は、実験小動物での
レドックス動態を個体レベルで可視化できることを示し、
将来的に生命現象の解明・疾病の解析とその治療法の確
立・医薬品の開発に大きく貢献するであろう。

■医学研究分野や医薬品開発現場での利用
　生体内で産生するフリーラジカル・活性酸素などのレド
ックス変動は、疾患の成因・進展に密接に関与しており、
これら分子の可視化が切に求められていた。しかしこれま
での装置は、画像解像度や、測定時間等の問題点があっ
た。また一方で本システムの最終目標は、専門家でなく
ても十分信頼度の高いデータを取得できる装置開発であ
る。そのためには、磁気共鳴統合画像解析装置の一般化

を十分に考慮し、設計の段階から現場でのニーズを意識
し研究開発する必要がある。我々は、装置開発のみに留
まらず、そのために必要な造影剤、並びに実験動物モデ
ルでの実証といった一貫した研究を立案し、開発・実証し
た。これは、産・学・官の密接な連携関係を有し、ハード
設計からプローブ合成、動物応用研究の全てを網羅した
融合研究の成果である。その結果、これまでにないフリ
ーラジカルの画像化に成功（図1）すると共に、ESRが
持つスペクトル情報を生かしたOMRIシークエンスを開
発することで、細胞膜内・外でのレドックス状態の可視化
手法の開発にも成功した（PNAS, 2006）。
　また、様々な酸化ストレス疾患動物モデルを作成し、疾
患の発症・進展にフリーラジカル反応、レドックス反応が
密接に関連していることを明らかにし、既存の医薬品の
薬効評価にも成功している。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特開2006-204551、「生体計測装置及びその方法」、出願人：九州大学

2. 特開2007-71607、「電子スピン共鳴装置及び電子スピン共鳴装置における画像作成方法」、出願人：九州大学

3. 特開2007-316008、「磁気共鳴イメージング装置」、出願人：（株）日立メディコ

4. 特願2007-022042、「ニトロキシルラジカルの合成法」、出願人：九州大学

5. 特願2008-178217、「計測装置および計測方法」、出願人：九州大学

6. 特願2009-0773889、「生体レドックス状態を可視化するための画像補正方法」、出願人：九州大学

【発表論文等】

1. Utsumi H, Yamada K, Ichikawa K, Sakai K, Kinoshita Y, Matsumoto S, Nagai M. "Simultaneous Molecular Imaging of Redox 
Reactions Monitored by Overhauser-enhanced MRI with 14N- and 15N-labeled nitroxyl radicals", Proc Natl Acad Sci USA 103: 
1463, 2006. 

2. Matsumoto S, Yamada K, Hirata H, Yasukawa K, Hyodo F, Ichikawa K, Utsumi H. "Advantageous Application of a Surface Coil to 
EPR Irradiation in Overhauser-enhanced MRI", Magn Reson Med 57: 806, 2007.

　　　　　内海英雄（九州大学大学院薬学研究院・教授）

レドックス動態の磁気共鳴統合画像解析システム開発課題名

チームリーダー

図１　A) 1.5 T プロトタイプ装置の全景、B) 用いたファントムの概要。図中に示した各濃度(mM)のレドックス造影剤(carbamoyl 
PROXYL)をガラス管に封入したものを用いた。内管内径：2.7mm、管厚：0.35mm、C) 回転時に撮像したMRI画像、D) OMRI画像。
OMRI画像はESR励起後の変化量で示した。

図2　インドメタシン惹起胃潰瘍モデルラ
ットにおける胃上皮細胞内外でのレドックス
反応を区別する同時分離画像
ラットにインドメタシンまたは対照として
NaHCO3を処置し、その1時間後に膜透
過性の異なる14N、15N標識ニトロキシル
プローブを経口投与した。インドメタシン
群で膜透過性プローブの画像輝度のみが
顕著に減少したことから、インドメタシン群
で胃上皮細胞内でのレドックス変動が明ら
かとなった。

　また、現在市販化に向け、「プロトタイプ実証・実用化プロ
グラム」にて開発を進めている。
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：日本電子（株）、崇城大学、（株）日立メディコ、富士電機システムズ（株）、田辺三菱製薬（株）、
 （独）放射線医学総合研究所
■開発期間：平成16～20年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において日本レドックス（株）が引き続き開発実施中

生体内レドックス動態の高感度画像解析装置
および手法の開発

フリーラジカル、酸化ストレス疾患、オーバーハウザー効果MRI、ニトロキシルラジカル

　生活習慣病に深く関わる「活性酸素・フリーラジカル・レドックス」の動態を無侵襲画像解析するために、高分解磁気
共鳴統合画像解析装置および最適化プローブ剤からなるシステムを開発する。本システムを種々の酸化ストレス疾患や
脳機能障害のモデル実験動物に適用し、レドックス動態・機能障害の無侵襲画像解析手法を確立することで、生活習慣
病・脳機能障害の発症機序の解明と新たな診断法の確立・医薬品の開発に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　多くの生理現象や疾患の成因・進展に活性酸素･フリーラジ
カルを含むレドックス代謝が密接に関与している。従って、実
験動物でのレドックス動態を個体レベルで可視化できれば、生
命現象や生活習慣病の発症機序の解明に繋がることが期待さ
れる。
　我々が開発している「オーバーハウザー効果MRI（OMRI）」
は、フリーラジカルの電子スピンを励起させ、その後、水分子
の水素核スピンを偏極させMRI測定を行うことで高感度画像
化が可能な装置である。しかしこれまでの装置は、MRI磁場が
0.015Tと非常に低いため、感度・分解能共に悪く、正確な

生体内臓器・組織画像を得ることができなかった。
■開発の成果
　そこで我々は、動物移動装置の設計・試作、MRI漏洩磁界
を補正可能なESR励起磁石の開発、画像シークエンスの検
討・改良、並びに本装置に適した造影剤開発と実験動物モデ
ルでの評価を並行して行った。その結果、図1に示す統合型
磁気共鳴画像化装置の試作に成功した。本試作機は、既存装
置では全く得られないMRI画像とフリーラジカル画像を明瞭
に得ることができ、スライス画像撮像にも成功した。一方で、
組織移行性の異なるニトロキシルラジカルの窒素核を同位体
標識することで、細胞膜内・外での反応を区別できる手法を開

発した(図2)。本成果は、新たなフリーラジカル画像化法とし
て生体計測の非常に有効な機器となることが期待される。

得られた開発成果の概要

生体内器官の酸化・還元状態などを可視化することにより
生活習慣病の発症機構の解明が可能に

　我々の装置は酸化ストレス疾患の成因・進展を解明す
るものであり、主に医学研究分野や医薬品開発現場での
利用が期待される。一連の開発成果は、実験小動物での
レドックス動態を個体レベルで可視化できることを示し、
将来的に生命現象の解明・疾病の解析とその治療法の確
立・医薬品の開発に大きく貢献するであろう。

■医学研究分野や医薬品開発現場での利用
　生体内で産生するフリーラジカル・活性酸素などのレド
ックス変動は、疾患の成因・進展に密接に関与しており、
これら分子の可視化が切に求められていた。しかしこれま
での装置は、画像解像度や、測定時間等の問題点があっ
た。また一方で本システムの最終目標は、専門家でなく
ても十分信頼度の高いデータを取得できる装置開発であ
る。そのためには、磁気共鳴統合画像解析装置の一般化

を十分に考慮し、設計の段階から現場でのニーズを意識
し研究開発する必要がある。我々は、装置開発のみに留
まらず、そのために必要な造影剤、並びに実験動物モデ
ルでの実証といった一貫した研究を立案し、開発・実証し
た。これは、産・学・官の密接な連携関係を有し、ハード
設計からプローブ合成、動物応用研究の全てを網羅した
融合研究の成果である。その結果、これまでにないフリ
ーラジカルの画像化に成功（図1）すると共に、ESRが
持つスペクトル情報を生かしたOMRIシークエンスを開
発することで、細胞膜内・外でのレドックス状態の可視化
手法の開発にも成功した（PNAS, 2006）。
　また、様々な酸化ストレス疾患動物モデルを作成し、疾
患の発症・進展にフリーラジカル反応、レドックス反応が
密接に関連していることを明らかにし、既存の医薬品の
薬効評価にも成功している。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特開2006-204551、「生体計測装置及びその方法」、出願人：九州大学

2. 特開2007-71607、「電子スピン共鳴装置及び電子スピン共鳴装置における画像作成方法」、出願人：九州大学

3. 特開2007-316008、「磁気共鳴イメージング装置」、出願人：（株）日立メディコ

4. 特願2007-022042、「ニトロキシルラジカルの合成法」、出願人：九州大学

5. 特願2008-178217、「計測装置および計測方法」、出願人：九州大学

6. 特願2009-0773889、「生体レドックス状態を可視化するための画像補正方法」、出願人：九州大学

【発表論文等】

1. Utsumi H, Yamada K, Ichikawa K, Sakai K, Kinoshita Y, Matsumoto S, Nagai M. "Simultaneous Molecular Imaging of Redox 
Reactions Monitored by Overhauser-enhanced MRI with 14N- and 15N-labeled nitroxyl radicals", Proc Natl Acad Sci USA 103: 
1463, 2006. 

2. Matsumoto S, Yamada K, Hirata H, Yasukawa K, Hyodo F, Ichikawa K, Utsumi H. "Advantageous Application of a Surface Coil to 
EPR Irradiation in Overhauser-enhanced MRI", Magn Reson Med 57: 806, 2007.

　　　　　内海英雄（九州大学大学院薬学研究院・教授）

レドックス動態の磁気共鳴統合画像解析システム開発課題名

チームリーダー

図１　A) 1.5 T プロトタイプ装置の全景、B) 用いたファントムの概要。図中に示した各濃度(mM)のレドックス造影剤(carbamoyl 
PROXYL)をガラス管に封入したものを用いた。内管内径：2.7mm、管厚：0.35mm、C) 回転時に撮像したMRI画像、D) OMRI画像。
OMRI画像はESR励起後の変化量で示した。

図2　インドメタシン惹起胃潰瘍モデルラ
ットにおける胃上皮細胞内外でのレドックス
反応を区別する同時分離画像
ラットにインドメタシンまたは対照として
NaHCO3を処置し、その1時間後に膜透
過性の異なる14N、15N標識ニトロキシル
プローブを経口投与した。インドメタシン
群で膜透過性プローブの画像輝度のみが
顕著に減少したことから、インドメタシン群
で胃上皮細胞内でのレドックス変動が明ら
かとなった。

　また、現在市販化に向け、「プロトタイプ実証・実用化プロ
グラム」にて開発を進めている。
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：京都大学（理、薬、医）、慶応義塾大学（医）、法政大学（工）、（株）日立メディコ
■開発期間：平成16～20年度

新しい放射線画像診断薬の開発、
新しい創薬開発プロセスの開発

核医学、分子イメージング、ガン画像診断、電子飛跡検出型コンプトンカメラ

　ガンマ線は、体内代謝を直接観測できる唯一の手法であるが、到来方向の測定が難しく可視化が困難であった。我々
はコンプトン散乱を完全に測定できる装置を開発し、世界で初めて医療用のガンマ線の到来方向決定を単ガンマ線毎に
行い、雑音が大変少ない高画質な3次元像を得る手法を開発した。この手法をもとに、30cm角の検出部面積を持つプ
ロトタイプを製作し、実験小動物生体内の単一細胞の動的移動・代謝の可視化を実現し、新規測定機器を開発する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　我々は、核医学等に使用されるガンマ線のイメージング技術
を飛躍的に進歩させ、ガンマ線発生核種によらない汎用ガンマ
線イメージング手法の開発を目指す。現在核医学の検査手法
としては、ＰＥＴ（陽電子放出型断層撮影装置、positron 
emission tomography）が普及している。しかしPETでは用
いることのできる放射性トレーサーが陽電子放出核（18F、11C
など）に限られ、その他は画像化が不可能である。このような核
種は短寿命のため、糖代謝のような短時間で起きる現象は観
測可能だが、抗体反応など長時間かかる生理現象の観測は困
難である。さらに異なる核種の同時イメージングで可能となる
複数の生命機能の同時観測も困難である。そこで我々は、多く
の単ガンマ線放射核種の画像化をＰＥＴと同質の解像度で達成
するため、ガンマ線と物質の基本相互作用であるコンプトン散
乱を完全に３次元計測し、ガンマ線の到来方向を単ガンマ線毎
に決定することで画像化を実現する、「電子飛跡検出型コンプ

トンカメラ（ＥＴＣＣ）」を開発した。
■開発の成果
　高画質を得るため、コンプトン散乱電子の微細な３次元検出
が不可欠である。電子飛跡検出を可能にするために検出器に
はガスという低密度物質を用いる一方、独自の大面積ガス増幅
型ピクセル検出器を高密度実装技術を応用し開発した。このガ
ス増幅ピクセル検出器はＸ線および中性子線画像検出器とし
て、またシンチレータ･ピクセル化技術はPETやSPECT等へ
の応用で注目を集めている。さらに、反跳ガンマ線検出のため
の高エネルギー分解能シンチレータとしてLaBr3（ランタンブ
ロマイド）を採用した。LaBr3はその潮解性のためピクセル化
構造の開発が困難と考えられてきたが、これを実現した。さら
に高エネルギー加速器研究機構の回路グループや企業と協力
するなど広く技術を集結させ、複雑なＥＴＣＣシステムの開発に
短期間で成功した。またこのＥＴＣＣの特徴を活かした診断、創
薬手法の開発を行った。マウスからウサギまで撮像実験を実施

し、異核種同時計測、長寿命核種による抗体・酵素反応撮像（図
１参照）、高エネルギー核種撮像というPETでは不可能な分子
マーカーの撮像試験を行った。例えばF - 18 - F DG、
I - 1 3 1 - M I B Gという認証薬の同時イメージングを
PC12,MRMT-1と異なる腫瘍を移植したマウスに行い、
I-131-MIBGの選択的集積の観測からPC12を同定した。こ
れは複数分子マーカー同時イメージングによる腫瘍種の弁別
と、診断能の向上の可能性を示した。さらに放射化された
Au-198-金ナノ粒子(411keV)をラットに投与しその体内分
布を撮像したところ、Au-198-金ナノ粒子の高い肝臓への集
積を描出することに成功した。また500KeV以上の高エネル
ギーRI、Zn-65を用いた新しい分子プローブの試験を、腫瘍へ
の集積が議論されているポルフィリンにZn-65を導入した
Zn-65-Porphyrinを作製し、行った。胃ガン腫瘍（RGK-36）
移植マウスを用いて撮像実験を行い腫瘍へ集積を描出した

（図２参照）。ポルフィリンは毒性が懸念されるが、コンプトンカ
メラは微量投与でイメージング可能であるため、今後の新しい
コンプトン用イメージング剤としての利用も考えられる。

得られた開発成果の概要

PETでは困難な癌の画像診断や薬物動態の解析を可能に

　ガンマ線イメージングは、この開発で主な目的とする
核医学や分子イメージングへの貢献のみならず、原子炉、
核物質監視装置、ガンマ線非破壊検査、微量物質環境調
査など広い分野での応用が期待される重要な基本的計
測技術である。

■医療への貢献
　抗体反応を利用した抗ガン剤は、癌細胞だけを選択的
に標的とすることが期待される。この作用の解析には長
時間観察が必要と考えられる。我々のETCCでは数日以
上の長寿命の放射性トレーサーを用いることで、このよう
な抗がん剤の作用の解析が可能になる。またさらにβ･ガ
ンマ線放出核を導入することで診断薬と治療薬兼用の夢
の抗ガン剤が可能となる。また一般的な診断に関しても、
広視野観測が可能なETCCの特徴を活かし、全身診断、
手術中の病巣分布モニタなど、PETでは不得意とする検

診も可能にする。また粒子線治療でビーム動作環境（中
性子雑音のある環境）下でも診断可能な唯一のガンマ線
画像装置であることも指摘されている。
■創薬への貢献
　複数の核種の同時画像化に成功した。これにより、一
分子の薬の異なる部位毎にプローブを導入し、薬が体内
で分解する過程を観察することや、必要な病巣への無分
解での集積率を測定することが可能となった。医薬品開
発において常に大きな問題である副作用について有益な
情報が得られると共に、医薬品のスクリーニングにおい
て、これまでと異なるアプローチが提案できる。このよう
に薬物動態の研究や新薬のスクリーニングに広く貢献す
るものと期待される。このような革新的創薬手法は、我々
の開発しているコンプトンカメラ「ETCC」を用いること
で初めて可能となる。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2007-97851、「仕切反射板の製造方法及び放射線検出器」、出願人：（有）ワールドエンジニアリングシステム

【発表論文等】

1. S. Kabuki et al., "Development of Electron Tracking Compton Camera using micro pixel gas chamber for medical imaging", Nucl. 
Instr. and Meth. A 580. 1031-1035, 2007.

2. S. Kabuki, et al., "Diagnostic Approach of Using an Electron tracking Compton Gamma-Ray Camera Based on Small Animal and 
Phantom Experiments", 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, pp.3395-339, 2007.

3. Y. Kuge et al., "Distribution Profiles of Membrane Type-1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP), Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) 
and Cyclooxygenase-2 (COX-2) in Rabbit Atherosclerosis: Comparison with Plaque Instability Analysis", Biological & Pharmaceutical 
Bulletin Vol. 30, No. 91634, 2007.

　　　　　谷森　達（京都大学大学院理学研究科・教授）

到来方向測定による高感度ガンマ線3Dカメラの開発開発課題名

チームリーダー

図1　抗体薬剤の画像化。左図：薬剤の集積と経過時間の関係。
投与後48時間後に腫瘍への高集積が認められる。右図：投与
後48時間後のラットを撮像した結果。ラットには右肩に
MRMT1腫瘍を植えてあり、腫瘍に高集積が認められ、新規薬
剤としての可能性を示した。

図２　（左）Zn-65-ポルフィリン(1116keV)によるマウスの画
像化。胃がん(RGK-36)腫瘍を肩に植え、撮像を行い、腫瘍への
集積を撮像した。（右）は同じ個体の光イメージング画像、Znを入
れたポリフェリンは蛍光を出さないので観測されず、光っている
のは自然ポリフェリンである。ガンマ線画像化することで目的の
ポリフェリンのみの画像化が可能となった。
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：京都大学（理、薬、医）、慶応義塾大学（医）、法政大学（工）、（株）日立メディコ
■開発期間：平成16～20年度

新しい放射線画像診断薬の開発、
新しい創薬開発プロセスの開発

核医学、分子イメージング、ガン画像診断、電子飛跡検出型コンプトンカメラ

　ガンマ線は、体内代謝を直接観測できる唯一の手法であるが、到来方向の測定が難しく可視化が困難であった。我々
はコンプトン散乱を完全に測定できる装置を開発し、世界で初めて医療用のガンマ線の到来方向決定を単ガンマ線毎に
行い、雑音が大変少ない高画質な3次元像を得る手法を開発した。この手法をもとに、30cm角の検出部面積を持つプ
ロトタイプを製作し、実験小動物生体内の単一細胞の動的移動・代謝の可視化を実現し、新規測定機器を開発する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　我々は、核医学等に使用されるガンマ線のイメージング技術
を飛躍的に進歩させ、ガンマ線発生核種によらない汎用ガンマ
線イメージング手法の開発を目指す。現在核医学の検査手法
としては、ＰＥＴ（陽電子放出型断層撮影装置、positron 
emission tomography）が普及している。しかしPETでは用
いることのできる放射性トレーサーが陽電子放出核（18F、11C
など）に限られ、その他は画像化が不可能である。このような核
種は短寿命のため、糖代謝のような短時間で起きる現象は観
測可能だが、抗体反応など長時間かかる生理現象の観測は困
難である。さらに異なる核種の同時イメージングで可能となる
複数の生命機能の同時観測も困難である。そこで我々は、多く
の単ガンマ線放射核種の画像化をＰＥＴと同質の解像度で達成
するため、ガンマ線と物質の基本相互作用であるコンプトン散
乱を完全に３次元計測し、ガンマ線の到来方向を単ガンマ線毎
に決定することで画像化を実現する、「電子飛跡検出型コンプ

トンカメラ（ＥＴＣＣ）」を開発した。
■開発の成果
　高画質を得るため、コンプトン散乱電子の微細な３次元検出
が不可欠である。電子飛跡検出を可能にするために検出器に
はガスという低密度物質を用いる一方、独自の大面積ガス増幅
型ピクセル検出器を高密度実装技術を応用し開発した。このガ
ス増幅ピクセル検出器はＸ線および中性子線画像検出器とし
て、またシンチレータ･ピクセル化技術はPETやSPECT等へ
の応用で注目を集めている。さらに、反跳ガンマ線検出のため
の高エネルギー分解能シンチレータとしてLaBr3（ランタンブ
ロマイド）を採用した。LaBr3はその潮解性のためピクセル化
構造の開発が困難と考えられてきたが、これを実現した。さら
に高エネルギー加速器研究機構の回路グループや企業と協力
するなど広く技術を集結させ、複雑なＥＴＣＣシステムの開発に
短期間で成功した。またこのＥＴＣＣの特徴を活かした診断、創
薬手法の開発を行った。マウスからウサギまで撮像実験を実施

し、異核種同時計測、長寿命核種による抗体・酵素反応撮像（図
１参照）、高エネルギー核種撮像というPETでは不可能な分子
マーカーの撮像試験を行った。例えばF - 18 - F DG、
I - 1 3 1 - M I B Gという認証薬の同時イメージングを
PC12,MRMT-1と異なる腫瘍を移植したマウスに行い、
I-131-MIBGの選択的集積の観測からPC12を同定した。こ
れは複数分子マーカー同時イメージングによる腫瘍種の弁別
と、診断能の向上の可能性を示した。さらに放射化された
Au-198-金ナノ粒子(411keV)をラットに投与しその体内分
布を撮像したところ、Au-198-金ナノ粒子の高い肝臓への集
積を描出することに成功した。また500KeV以上の高エネル
ギーRI、Zn-65を用いた新しい分子プローブの試験を、腫瘍へ
の集積が議論されているポルフィリンにZn-65を導入した
Zn-65-Porphyrinを作製し、行った。胃ガン腫瘍（RGK-36）
移植マウスを用いて撮像実験を行い腫瘍へ集積を描出した

（図２参照）。ポルフィリンは毒性が懸念されるが、コンプトンカ
メラは微量投与でイメージング可能であるため、今後の新しい
コンプトン用イメージング剤としての利用も考えられる。

得られた開発成果の概要

PETでは困難な癌の画像診断や薬物動態の解析を可能に

　ガンマ線イメージングは、この開発で主な目的とする
核医学や分子イメージングへの貢献のみならず、原子炉、
核物質監視装置、ガンマ線非破壊検査、微量物質環境調
査など広い分野での応用が期待される重要な基本的計
測技術である。

■医療への貢献
　抗体反応を利用した抗ガン剤は、癌細胞だけを選択的
に標的とすることが期待される。この作用の解析には長
時間観察が必要と考えられる。我々のETCCでは数日以
上の長寿命の放射性トレーサーを用いることで、このよう
な抗がん剤の作用の解析が可能になる。またさらにβ･ガ
ンマ線放出核を導入することで診断薬と治療薬兼用の夢
の抗ガン剤が可能となる。また一般的な診断に関しても、
広視野観測が可能なETCCの特徴を活かし、全身診断、
手術中の病巣分布モニタなど、PETでは不得意とする検

診も可能にする。また粒子線治療でビーム動作環境（中
性子雑音のある環境）下でも診断可能な唯一のガンマ線
画像装置であることも指摘されている。
■創薬への貢献
　複数の核種の同時画像化に成功した。これにより、一
分子の薬の異なる部位毎にプローブを導入し、薬が体内
で分解する過程を観察することや、必要な病巣への無分
解での集積率を測定することが可能となった。医薬品開
発において常に大きな問題である副作用について有益な
情報が得られると共に、医薬品のスクリーニングにおい
て、これまでと異なるアプローチが提案できる。このよう
に薬物動態の研究や新薬のスクリーニングに広く貢献す
るものと期待される。このような革新的創薬手法は、我々
の開発しているコンプトンカメラ「ETCC」を用いること
で初めて可能となる。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2007-97851、「仕切反射板の製造方法及び放射線検出器」、出願人：（有）ワールドエンジニアリングシステム

【発表論文等】

1. S. Kabuki et al., "Development of Electron Tracking Compton Camera using micro pixel gas chamber for medical imaging", Nucl. 
Instr. and Meth. A 580. 1031-1035, 2007.

2. S. Kabuki, et al., "Diagnostic Approach of Using an Electron tracking Compton Gamma-Ray Camera Based on Small Animal and 
Phantom Experiments", 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, pp.3395-339, 2007.

3. Y. Kuge et al., "Distribution Profiles of Membrane Type-1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP), Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) 
and Cyclooxygenase-2 (COX-2) in Rabbit Atherosclerosis: Comparison with Plaque Instability Analysis", Biological & Pharmaceutical 
Bulletin Vol. 30, No. 91634, 2007.

　　　　　谷森　達（京都大学大学院理学研究科・教授）

到来方向測定による高感度ガンマ線3Dカメラの開発開発課題名

チームリーダー

図1　抗体薬剤の画像化。左図：薬剤の集積と経過時間の関係。
投与後48時間後に腫瘍への高集積が認められる。右図：投与
後48時間後のラットを撮像した結果。ラットには右肩に
MRMT1腫瘍を植えてあり、腫瘍に高集積が認められ、新規薬
剤としての可能性を示した。

図２　（左）Zn-65-ポルフィリン(1116keV)によるマウスの画
像化。胃がん(RGK-36)腫瘍を肩に植え、撮像を行い、腫瘍への
集積を撮像した。（右）は同じ個体の光イメージング画像、Znを入
れたポリフェリンは蛍光を出さないので観測されず、光っている
のは自然ポリフェリンである。ガンマ線画像化することで目的の
ポリフェリンのみの画像化が可能となった。

5554



機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：富士フイルム（株）
■開発期間：平成16～19年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）トーメーコーポレーションが引き続き開発実施中

生きたままの生体の三次元内部構造を
実時間で可視化する。

生体計測、断層映像、眼科計測、内視鏡

　生きたままの生体試料の断層画像を実時間で測定する顕微鏡を開発する。生体試料からの反射光を基準参照光と干
渉させ、そのスペクトルをフーリエ変換することにより、非接触・非破壊・無侵襲で生体組織の断層映像を高速に取得
する装置である。眼球の観察や皮膚組織の評価はもちろんのこと、内視鏡にこの顕微鏡を組み込むと、胃や肺の表層
組織の観測、あるいは、ガン組織の評価・診断なども可能になり、医療の高度化に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　眼科、内科などの医療現場においては、病変部位の形態学
的変化を、生きたまま、非侵襲で可視化することが適切な診
断、治療に必須である。本プロジェクトで開発した「フーリエ光
レーダー顕微鏡」は、生体試料に近赤外光を照射し、その反射
光を基準参照光と干渉させ、この干渉光のスペクトルをフーリ
エ変換することで、生体断層映像を非侵襲で取得できる。この
方法は、機械的走査なしに、試料の奥行き情報を取得できる
ので、極めて高速に計測（実時間計測）できる。
■開発の成果
　医療診断を目的として、生体試料の実時間 in vivo計測を実
現するため、（1）高速度測定試作機、（2）光ファイバー試作機、
（3）偏光感受型試作機の装置、などを試作・評価し最終スペ

ックを達成するための諸課題を解決することとした。
　この結果、測定速度向上のためデータ転送速度の向上のた
めの方式の検討を行い18.7K A-scan/secのA-scanレー
ト、36fpsのフレームレート、97.7%のデューティーサイクル
の計測時間を実現した。また、95.1dBの計測感度を実現し
た。特に、位相シフト法の実装およびこれを利用した複素デー
タの効率的な処理法の開発を行い、この方式により、
18.7K A-scan/secのA-scanレート、18fpsのフレームレ
ート、50%のデューティーサイクル、38.3M pix/sec（世界
記録）の計測時間を実現した。また、基本感度で93dB、残存
アーチファクト比22.4dBの計測感度を実現した。眼底計測
例を図1に示す。また、この技術の一部は技術移転され、三次
元眼底計測装置として市販されている（図2）。

　上記の成果をもとに、光源の波長走査方式を採用すること
により、1.3μm帯で3次元イメージングを2秒で実現するこ
とが可能となった。波長走査幅105nmの光源の使用により
奥行き分解能7.3μmを達成した。また、波長走査の非線形
性の補正を適応的なフィルタリング手法の導入によリ実現し、
OCT像の滲みを低減できた。
　最終試作機において、実用化を第一に考え、コスト面への
配慮から上記偏光測定機能を除外した。また、メンテナンスフ
リーでの安定動作を目指し、ラインレート（実験上の最高速度
39KHz）を20KHzに制限した。この結果、最終試作機は中
心周波数1.3μm、走査速度20KHzをもち、かつメンテナン
スフリーでの長期安定動作が可能な波長操作型OCT装置と
なった。深さ分解能は11μmである。これは、上記試作機よ
りも低い値であるが、アプリケーションを考慮した結果、深さ
分解能を一部犠牲として、高侵達特性を強化したためである。
また、感度に関してはさらなる最適化を行い、107dBの計測
感度を実現した。

得られた開発成果の概要
高速・高分解能で測定でき、しかも低コストで操作性の高い
光断層撮像装置（OCT）として、既に医薬現場で活躍

■眼科、内科の診断技術向上への貢献
（1）世界最高レベルの性能を持った生体断層映像装置

の開発に成功した。
（2）医療診断に利用可能な周辺技術開発にも成功し、眼

底計測用の装置は技術移転により製品化され、世界
的な規模で市場に受け入れられ、加齢黄斑変性、網
膜剥離、緑内障などの眼疾患の診断に用いられてい
る。通常の診察だけでは分かりにくい病変部位の形

態学的変化を明らかにすることにより、より適切な治
療方針の決定や、治療効果の判定に役立っている。

（3）本プロジェクトで開発された技術は、眼底計測ばかり
でなく前眼部計測、内視鏡との組み合わせにより消
化器、呼吸器などにも応用可能である。応用のため
の臨床的な研究も進展しており、さらなる市場拡大
が期待できる。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1． 特開2007-127425、「光断層画像化法における補正方法」、出願人：筑波大学

2． 特開2007-298461、「偏光感受光画像計測装置」、出願人：筑波大学

【発表論文等】

1． M. Yamanari et al.: "Fiber-based polarization-sensitive fourier domain optical coherence tomography using b-scan-oriented 
polarization modulation method", Opt. Express, 14, 6502-6515 (2006).

2． Y. Nakamura et al.: "High-speed three-dimensional human retina imaging by lime-field spectral domain optical coherence 
tomography", Opt. Express, 15, 7103-7116 (2007).

　　　　　谷田貝豊彦（宇都宮大学オプティクス教育研究センター・センター長／教授、
 筑波大学数理物質科学研究科・客員教授）

生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡開発課題名

図2　Topcon 3-D OCT-1000装置外観

図1　正常眼底の三次元計測の測定例
左：正常眼底の黄斑部分の断層像、右：正常眼視神経乳頭部の三次元像

チームリーダー
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：富士フイルム（株）
■開発期間：平成16～19年度
 （「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において（株）トーメーコーポレーションが引き続き開発実施中

生きたままの生体の三次元内部構造を
実時間で可視化する。

生体計測、断層映像、眼科計測、内視鏡

　生きたままの生体試料の断層画像を実時間で測定する顕微鏡を開発する。生体試料からの反射光を基準参照光と干
渉させ、そのスペクトルをフーリエ変換することにより、非接触・非破壊・無侵襲で生体組織の断層映像を高速に取得
する装置である。眼球の観察や皮膚組織の評価はもちろんのこと、内視鏡にこの顕微鏡を組み込むと、胃や肺の表層
組織の観測、あるいは、ガン組織の評価・診断なども可能になり、医療の高度化に貢献する。

開発成果

■開発の背景／経緯
　眼科、内科などの医療現場においては、病変部位の形態学
的変化を、生きたまま、非侵襲で可視化することが適切な診
断、治療に必須である。本プロジェクトで開発した「フーリエ光
レーダー顕微鏡」は、生体試料に近赤外光を照射し、その反射
光を基準参照光と干渉させ、この干渉光のスペクトルをフーリ
エ変換することで、生体断層映像を非侵襲で取得できる。この
方法は、機械的走査なしに、試料の奥行き情報を取得できる
ので、極めて高速に計測（実時間計測）できる。
■開発の成果
　医療診断を目的として、生体試料の実時間 in vivo計測を実
現するため、（1）高速度測定試作機、（2）光ファイバー試作機、
（3）偏光感受型試作機の装置、などを試作・評価し最終スペ

ックを達成するための諸課題を解決することとした。
　この結果、測定速度向上のためデータ転送速度の向上のた
めの方式の検討を行い18.7K A-scan/secのA-scanレー
ト、36fpsのフレームレート、97.7%のデューティーサイクル
の計測時間を実現した。また、95.1dBの計測感度を実現し
た。特に、位相シフト法の実装およびこれを利用した複素デー
タの効率的な処理法の開発を行い、この方式により、
18.7K A-scan/secのA-scanレート、18fpsのフレームレ
ート、50%のデューティーサイクル、38.3M pix/sec（世界
記録）の計測時間を実現した。また、基本感度で93dB、残存
アーチファクト比22.4dBの計測感度を実現した。眼底計測
例を図1に示す。また、この技術の一部は技術移転され、三次
元眼底計測装置として市販されている（図2）。

　上記の成果をもとに、光源の波長走査方式を採用すること
により、1.3μm帯で3次元イメージングを2秒で実現するこ
とが可能となった。波長走査幅105nmの光源の使用により
奥行き分解能7.3μmを達成した。また、波長走査の非線形
性の補正を適応的なフィルタリング手法の導入によリ実現し、
OCT像の滲みを低減できた。
　最終試作機において、実用化を第一に考え、コスト面への
配慮から上記偏光測定機能を除外した。また、メンテナンスフ
リーでの安定動作を目指し、ラインレート（実験上の最高速度
39KHz）を20KHzに制限した。この結果、最終試作機は中
心周波数1.3μm、走査速度20KHzをもち、かつメンテナン
スフリーでの長期安定動作が可能な波長操作型OCT装置と
なった。深さ分解能は11μmである。これは、上記試作機よ
りも低い値であるが、アプリケーションを考慮した結果、深さ
分解能を一部犠牲として、高侵達特性を強化したためである。
また、感度に関してはさらなる最適化を行い、107dBの計測
感度を実現した。

得られた開発成果の概要
高速・高分解能で測定でき、しかも低コストで操作性の高い
光断層撮像装置（OCT）として、既に医薬現場で活躍

■眼科、内科の診断技術向上への貢献
（1）世界最高レベルの性能を持った生体断層映像装置

の開発に成功した。
（2）医療診断に利用可能な周辺技術開発にも成功し、眼

底計測用の装置は技術移転により製品化され、世界
的な規模で市場に受け入れられ、加齢黄斑変性、網
膜剥離、緑内障などの眼疾患の診断に用いられてい
る。通常の診察だけでは分かりにくい病変部位の形

態学的変化を明らかにすることにより、より適切な治
療方針の決定や、治療効果の判定に役立っている。

（3）本プロジェクトで開発された技術は、眼底計測ばかり
でなく前眼部計測、内視鏡との組み合わせにより消
化器、呼吸器などにも応用可能である。応用のため
の臨床的な研究も進展しており、さらなる市場拡大
が期待できる。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1． 特開2007-127425、「光断層画像化法における補正方法」、出願人：筑波大学

2． 特開2007-298461、「偏光感受光画像計測装置」、出願人：筑波大学
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1． M. Yamanari et al.: "Fiber-based polarization-sensitive fourier domain optical coherence tomography using b-scan-oriented 
polarization modulation method", Opt. Express, 14, 6502-6515 (2006).

2． Y. Nakamura et al.: "High-speed three-dimensional human retina imaging by lime-field spectral domain optical coherence 
tomography", Opt. Express, 15, 7103-7116 (2007).

　　　　　谷田貝豊彦（宇都宮大学オプティクス教育研究センター・センター長／教授、
 筑波大学数理物質科学研究科・客員教授）

生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡開発課題名
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機器開発プログラム

課題概要

■参画機関名：武蔵エンジニアリング（株）、東京工業大学、田中貴金属工業（株）、（有）バイオデバイステクノロジー
■開発期間：平成１９～２２年度（予定）

量産型LSPRチップ作製法の開発と
ハイスループット測定装置の試作

局在表面プラズモン共鳴、ナノ粒子、ハイスループットスクリーニング

　医療や創薬において、多検体を網羅的かつハイスループットに解析するため、これまでにDNAチップやプロテインチ
ップなどのバイオチップが開発されてきている。しかし、従来のバイオチップでは、検出・解析に長い時間を要し、蛍光
分子などの特定標識剤を必要とすることから、高感度かつ非標識にて解析可能な装置が求められている。そこで本開
発ではナノ材料より発現される新規特性を利用した非標識ハイスループットバイオチップおよび相互作用解析装置の開
発を行う。

開発成果

（１）コア・シェル型ナノ粒子層を用いた量産型LSPR基板作
製法の検討
　従来のコア・シェル型ナノ粒子層基板作製方法では、ナノ粒
子層の多層化によるLSPR励起効率定価、粒子集積度の制御
が困難であり、作製に要する時間も長時間であった。これに対
し、①ナノ粒子濃度、②分散媒の種類、③印加電圧及び印加
時間がLSPRを高効率に励起させるために特に重要な要素
であることを見出し、電気泳動堆積法(Electrophoretic 
deposition: EPD)によるナノ粒子層単層形成技術を構築す
ることによって高い再現性（CV値4%）、集積度（80%以上）、
作製に要する時間の短縮化（30分）を実現したチップ作製法
の開発に成功した（図1）。また、作製したナノ粒子層基板を用

いてLSPR光学特性評価を行ったところ、先行技術より高い
集積度を有するナノ粒子層を形成することが可能となり、
LSPR吸収強度1.1abs（目標値1.0 以上）を実現すること
ができた。
（２）解析装置の設計と試作
　試作機を製作して、滴下量の安定性の確認と滴下速度を向
上させた解析装置試作機を作製した。試作機は滴下量77nL
に対してCV値5.7%、滴下量103nLに対してCV値6.8%
の安定な液滴吐出能を実現した。また、滴下速度高速化の確
認として、１試料を500スポットにわずが415秒での連続滴
下を達成した。また制御ソフトウェアの全面的な見直し設計も
行った。従来のソフトウェア構成では、滴下工程と検出工程が

統合不可能な構成のため、一連の工程の自動化が困難であっ
たが、構成の全面的な見直しを行なった。また、滴下機構改良、
新型卓上型ロボットの採用に対応したソフトウェア設計も加え、

滴下工程と検出工程を同一ソフトウェア上で実現することを可
能とし、ユーザーフレンドリーな自動化ソフトウェアの基礎を確
立できた。

得られた開発成果の概要
　医療や創薬において、多検体を網羅的、ハイスループ
ット、高感度かつ非標識にて解析可能なバイオチップおよ
び解析装置の開発が期待されている。しかし、従来の
DNA・プロテインチップでは、検出・解析に長い時間を
要し、蛍光分子などの特定標識剤を必要とする、などの
課題がある。また、非標識にて生体分子相互作用解析可
能なバイオチップとしてこれまでに表面プラズモン共鳴
(SPR)や水晶振動子(QCM)等の非標識バイオチップが
開発されているが、非標識にて生体分子相互作用解析を
行うには装置が大型となり、多検体同時解析などの網羅
的な生体分子相互作用解析を行うことは困難となってい
る。これに対し、本開発装置は、貴金属ナノ構造体より発
現される光学現象であるLSPRを検出原理として利用し
た非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発を目

的としている。LSPRを生体分子相互作用解析に利用す
ることで、従来型のバイオチップに比べ、簡易な光学系で
の測定が可能となり、より多くの検体を一枚のチップ上で
解析可能となると期待できる。また、上述の開発成果に
加え、金ナノコアシェル型LSPR基板にマイクロ流路を
組み込んだフロー型チップの設計・作製を行い、マイク
ロフロー制御下の測定のもと、糖尿病モニタリングに重
要なインシュリンの抗原抗体反応（タンパク質）のリアル
タイム定量計測にも成功している。これら本開発によって
得られた成果は、一検体多項目検査において、簡便性、
迅速性の向上、チップを低価格で提供可能であること、
チップへのセンサ分子配置、洗浄、測定を一台の装置で
達成する低コストのハイスループットスクリーニング装置
の実現が期待される。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. Ha Minh Hiep, Hiroyuki Yoshikawa, Masato Saito, and Eiichi Tamiya, “An Interference Localized Surface Plasmon Resonance 
Biosensor Based on the Photonic Structure of Au Nanoparticles and SiO2/Si Multilayers”, ACS Nano, 3, 446, 2009.

2. Tatsuro Endo, Shohei Yamamura, Kagan Kerman, Eiichi Tamiya, “Label-free cell-based assay using localized surface plasmon 
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量産型LSPRチップ作製法の開発と
ハイスループット測定装置の試作

局在表面プラズモン共鳴、ナノ粒子、ハイスループットスクリーニング

　医療や創薬において、多検体を網羅的かつハイスループットに解析するため、これまでにDNAチップやプロテインチ
ップなどのバイオチップが開発されてきている。しかし、従来のバイオチップでは、検出・解析に長い時間を要し、蛍光
分子などの特定標識剤を必要とすることから、高感度かつ非標識にて解析可能な装置が求められている。そこで本開
発ではナノ材料より発現される新規特性を利用した非標識ハイスループットバイオチップおよび相互作用解析装置の開
発を行う。

開発成果

（１）コア・シェル型ナノ粒子層を用いた量産型LSPR基板作
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　従来のコア・シェル型ナノ粒子層基板作製方法では、ナノ粒
子層の多層化によるLSPR励起効率定価、粒子集積度の制御
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得られた開発成果の概要
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ット、高感度かつ非標識にて解析可能なバイオチップおよ
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DNA・プロテインチップでは、検出・解析に長い時間を
要し、蛍光分子などの特定標識剤を必要とする、などの
課題がある。また、非標識にて生体分子相互作用解析可
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達成する低コストのハイスループットスクリーニング装置
の実現が期待される。
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新規光検出器「デジタルHPD」の開発

AFM探針評価試料の作製とナノ材料の高精度形状計測

生体分子や高分子の直接動態観察が可能に

生体内レドックス動態の高感度画像解析装置および手法の開発

特定疾患研究から環境科学の基盤となる超伝導粒子検出技術

リアルタイム分光イメージング用モザイク波長フィルターの要素技術

疎水性イオン液体を用いる高精度高安定塩橋の開発

1次元多層膜ラウエレンズを開発し、28ナノメートルの
微小Ｘ線プローブを生成

究極のサブミリ解像度と小型汎用性 ― 次世代APD-PETモジュールの開発

バイオイメージングの世界を無機に展開
̶ 超微細なアスベストの蛍光検出が可能になった！

スピンＳＥＭの高分解能化を目指した、スピン検出器の高効率化と
プローブ電子線の細束化

新世代の走査型プローブ顕微鏡システム

顕微質量分析装置は組織切片上における生体分子の分布と
その同定を可能にする。

新しい放射線画像診断薬の開発、新しい創薬開発プロセスの開発

量産型LSPRチップ作製法の開発とハイスループット測定装置の試作

スピン偏極電子源の高性能化によりLEEM顕微鏡での
磁区構造形成過程の動的観察に成功。

タンパク質超高感度質量分析のための次世代サンプル導入システムの開発

バイオマーカー探索用血清由来糖タンパク質糖鎖自動抽出装置
および定量解析法の開発

4探針走査トンネル顕微鏡

探針エレクトロスプレーの生体試料への応用

静磁場と電磁浮遊法を組み合わせた高温融体の高精度熱物性計測

単一微粒子の履歴解析装置；有機物が計れるイオンビーム質量分析と
ナノスケール質量イメージング

生体応用のための極低損傷SIMSの開発

高アスペクト比X線格子の開発とそれを用いたX線位相画像撮像装置

生きたままの生体の三次元内部構造を実時間で可視化する。

世界最小サンプル量を扱う高感度高分解能固体NMRプローブ

イオンビームや電子ビームをマイクロメーターレベルの分解能で
撮像できる半導体検出器
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AFM探針評価試料の作製とナノ材料の高精度形状計測

生体分子や高分子の直接動態観察が可能に

生体内レドックス動態の高感度画像解析装置および手法の開発

特定疾患研究から環境科学の基盤となる超伝導粒子検出技術

リアルタイム分光イメージング用モザイク波長フィルターの要素技術

疎水性イオン液体を用いる高精度高安定塩橋の開発

1次元多層膜ラウエレンズを開発し、28ナノメートルの
微小Ｘ線プローブを生成

究極のサブミリ解像度と小型汎用性 ― 次世代APD-PETモジュールの開発

バイオイメージングの世界を無機に展開
̶ 超微細なアスベストの蛍光検出が可能になった！

スピンＳＥＭの高分解能化を目指した、スピン検出器の高効率化と
プローブ電子線の細束化

新世代の走査型プローブ顕微鏡システム

顕微質量分析装置は組織切片上における生体分子の分布と
その同定を可能にする。

新しい放射線画像診断薬の開発、新しい創薬開発プロセスの開発

量産型LSPRチップ作製法の開発とハイスループット測定装置の試作

スピン偏極電子源の高性能化によりLEEM顕微鏡での
磁区構造形成過程の動的観察に成功。

タンパク質超高感度質量分析のための次世代サンプル導入システムの開発

バイオマーカー探索用血清由来糖タンパク質糖鎖自動抽出装置
および定量解析法の開発

4探針走査トンネル顕微鏡

探針エレクトロスプレーの生体試料への応用

静磁場と電磁浮遊法を組み合わせた高温融体の高精度熱物性計測

単一微粒子の履歴解析装置；有機物が計れるイオンビーム質量分析と
ナノスケール質量イメージング

生体応用のための極低損傷SIMSの開発

高アスペクト比X線格子の開発とそれを用いたX線位相画像撮像装置

生きたままの生体の三次元内部構造を実時間で可視化する。

世界最小サンプル量を扱う高感度高分解能固体NMRプローブ

イオンビームや電子ビームをマイクロメーターレベルの分解能で
撮像できる半導体検出器
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