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先端計測分析技術・機器開発プログラム

「要素技術タイプ」、「先端機器開発タイプ」の2つのタイプにより独創的な開発を実施

チームリーダーを核とする産と学・官の密接な連携による開発チームを構成

  開発目標が達成された課題は、タイプをステップアップして（要素技術タイプから先端機器開発タイプ
  へ）継続実施を推奨

わが国の将来の創造的・独創的な研究開発活動を支える基盤の強化を図るため、
先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの開発を推進します。

先端計測分析技術・機器開発プログラム

先端計測分析機器の実用化に向けたロードマップ（一例）

本 プ ロ グ ラ ム の 仕 組 み

委託契約

開発課題の
公募・選定・評価

開発推進･助言

分担開発者ユーザー

チームリーダー
／サブリーダー

産と学・官の
密接な連携

チームリーダー
／サブリーダー

分担開発者

産と学・官の
密接な連携

応用ユーザー

先端計測分析技術・機器開発プログラム

・最先端研究基盤領域
・先端計測分析技術・機器開発推進委
　員会がプログラム全体を統括

・開発総括を中心とする開発推
　進体制を構築し､事業並びに開
　発課題全体をマネジメント

「要素技術タイプ」

最先端・独創的な計測分析のため
の要素技術を開発

「先端機器開発タイプ」

計測分析機器及びその周辺システ
ムの開発

研究成果展開事業
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成果の事業化に向けた支援制度
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西本　清一
京都大学 名誉教授

（公財）京都高度技術研究所
理事長／京都市産業技術研
究所所長

大阪大学 名誉教授
森田　清三

本プログラムを円滑かつ効率的に推進するために開発顧問として、先端計測・分析技術分野における技術的な助言、指
導をお願いしています。

委員長（プログラムディレクター）
課題

物理化学、
ケミカルバイオロジー

表面ナノ計測、走査型プローブ
顕微鏡法

小野　幸子
工学院大学 名誉教授
同大客員研究員

表面化学、電気化学、
機能性無機材料

総合研究大学院大学
学長補佐

埼玉大学 名誉教授
松尾　由賀利
法政大学理工学部 教授 

レーザー分光、
レーザーアブレーション、 
量子エレクトロニクス

開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、顕著な研究開発実績を有し、
専門的な立場から開発チームを支援・アドバイスを行う開発総括を委嘱し、
開発課題のマネジメントを行います。

顕著な研究開発実績を有し、専門
的な立場から開発課題を採択し、
支援・アドバイスを行う領域総括
を委嘱し、重点開発領域全体のマ
ネジメントを行います。

< 重点開発領域 >
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得られた開発成果の概要

赤外分光イメージングによる
生体組織分光断層像計測

 

分光イメージング、フーリエ分光、赤外分光、生体組織分光断層像計測、環境計測

　　　　　石丸伊知郎（香川大学工学部・教授）チームリーダー

林　　宏樹（アオイ電子（株）第3技術部・主査）サブリーダー

■参画機関：アオイ電子（株）、香川県産業技術センター
■開発期間：要素技術タイプ：平成21～23年度、機器開発タイプ：平成24～27年度（予定）　

中赤外光対応結像型２次元フーリエ分光法の開発開発課題名

機器開発タイプ

課題概要

タ イ プ

　医療、材料などさまざまな分野において、非接触で高感度、高空間解像度で赤外域の分光特性を計測するニーズが高

まっている。本開発では、中赤外光対応の結像型２次元フーリエ分光法を開発し、高感度分光分析装置への適用を目指

す。その吸光特性から多様な成分を特定可能である中赤外領域へ光学系を拡張することにより、無侵襲血糖値センサや

集積回路の異物成分分析などの、多様な用途への応用展開が期待できる。　

開発成果

1

■開発の背景／経緯

　中赤外光にも対応した、分光イメージング装置を開発し
た。本装置は、手のひらサイズで可搬性が高く、広視野の
分光イメージングが可能である。そこで、日常生活空間で
用いる分光装置として、無侵襲血糖値センサーや、眼底カ
メラに搭載した網膜分光断層像計測の実現を目指している。
また、地球温暖化ガスなどの分布を、中赤外光の分光吸光
分布からイメージングする環境計測装置への適用展開も可
能である。
　開発技術は、結像光学系に位相シフターを搭載した物体
光間位相シフト干渉に基づくフーリエ分光法であり、計測
面を合焦面内に深さを限定して２次元でフーリエ分光特性
を取得可能である。そこで、合焦面を機械的に深さ方向に
走査することにより、３次元の分光イメージングが可能に
なる。特に、皮膚の透過性の高い近赤外光（波長：１μm
～２.5μm程度）を使用すれば、皮膚などの生体組織の分
光断層像計測を実現することができる。また、二酸化炭素
などの吸収が顕著に観察される中赤外領域（波長：2.5μ
m～20μm程度）に適用すれば、広視野の分光環境イメー
ジングも可能である。

　図１は、皮膚の透過性の高い近赤外光を光源に用い、
InGaASカメラを受光デバイスとした分光イメージング装
置により取得したラットの耳の近赤外光分光断層像である。
合焦面を皮膚表層から深部に走査していく過程で、耳組織
内部の血管像が観察できる皮膚表層近傍に計測深さを限定
して分光イメージングを行っている。特に１.4μm近傍に
おいて、血管領域と皮膚の領域で異なる分光特性を取得で
きていることが確認できた。
　また、環境計測においては、計測対象を照明出来るとは
限らず、物体自身の熱から生じる輻射熱を観察する中赤外
分光イメージングが必要となる。輻射熱は、中赤外領域で
相対的に強い光量を有し、また分光吸光特性から物質を特
定するのにも適した波長である。そこで、通常はサーモグ
ラフィとして用いられている非冷却マイクロボロメータ型
のカメラを受光器とした分光イメージングを行った。その
結果、観葉植物自体から生じている輻射光であっても、物
体光間位相シフト干渉強度変化であるインターフェログラ
ムの取得に成功し、フーリエ分光イメージングが可能であ
ることを実証した。
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医療・生命科学計測のための機器

図1　ラット耳の近赤外分光断層像計測結果例

上記成果の科学技術的根拠

【特許】

1. 石丸伊知郎、特許第4555925号、立体形状測定装置
2. 石丸伊知郎、特許第4474535号、立体形状測定及び分析装置

【論文】

1. Y.Inoue,I.Ishimaru et al.,“Variable phase-contrast fluorescence spectrometry for fluorescently stained cells” 
   ,Applied Physics Letters,89,121103 (2006) 

無侵襲・可搬型医療機器への応用が期待

　可搬性に優れた手のひらサイズの小型フーリエ分光
イメージング装置の開発に成功した。図１に示すよう
に、計測深さを合焦面内に限定して生体組織内部の分
光断層像イメージングが可能である。これは、従来、
近赤外光の吸光特性からグルコース濃度である血糖値
を無侵襲で計測する試みが多くなされてきた。しかし、
これらは、０次元のポイントでの分光特性を計測する
従来の分光装置を用いていた。そのため、計測面内の
平均的な分光特性を取得することになり、また深さを
限定できないことから生体組織内部を複雑に透過して
きた光線も計測することになる。そのため、血管領域

の微少なグルコース濃度変化は、様々な外乱に影響さ
れることになり、血糖値を精度良く計測するには至ら
なかった。本開発手法は、図１に示すように、計測深
さを生体組織の影響を受けにくい皮膚表層近傍に限定
して２次元で分光イメージングを行うことが可能であ
る。そのため、血管領域のみの分光特性を高感度に取
得することが可能であることから、無侵襲血糖値セン
サーの実現が期待されている。また、手のひらサイズ
で可搬性が高いことから生活空間で使用できるため、
日常的な糖尿病のモニタリング技術としても有効利用
されると考えている。
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高アスペクト比Ｘ線格子を用いた
位相型高感度Ｘ線医用診断機器
　　　　　

Ｘ線、位相、格子、Talbot、医用機器、リウマチ、マンモグラフィ

図１　Ｘ線Talbot-Lau干渉計の構成(a)と開発したＸ線振幅格子(b)。

■参画機関：
■開発期間：

位相型高感度Ｘ線医用診断機器の実用化開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

タ イ プ

チームリーダー 長束澄也 （コニカミノルタ（株）ヘルスケア事業本部　マーケティング統括部）   

サブリーダー 田中淳司 （埼玉医科大学　放射線科・教授）

埼玉医科大学、東京大学、東北大学
機器開発タイプ：平成１９～２３年度、実証・実用化タイプ：平成２３～２５年度

　１万分の１度ほどのＸ線の屈折を検出することにより、従来のＸ線画像では困難であった軟組織を描出し、疾患の早期

診断を実現する位相型高感度Ｘ線医用診断機器を開発する。これにより、リウマチなどの関節疾患や乳癌が従来に無い

精度と信頼性で診断できる医用画像診断装置の実用化につなげる。また、非破壊検査装置や荷物検査装置など、他のＸ線

画像分野への広範な波及効果を狙う。

■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-
Lau干渉計（図1）を構成し、弱吸収物体によるＸ線の微弱
な屈折（言い換えれば位相シフトの微分）を通常のＸ線源
を用いて可視化する位相型高感度Ｘ線医用診断機器（図2）
を開発した。
　Ｘ線の位相情報を利用する高感度撮像技術は、Ｘ線
Talbot -Lau干渉計を構成することによって病院内で実現で
きるようになった。我々は、実際に本技術による撮影装置
を病院内に設置し、従来とは異なる新たな画像による読影
法の検討を含め、早期リウマチ診断や早期乳がん診断のた
めの実験的検討を進めている。
　図3は埼玉医科大学に設置した位相型高感度Ｘ線医用診断
機器で人体の手指関節を撮影した結果である。軟骨が抽出
できており、リウマチの早期診断の応用が期待されるもの
である。

開発成果

2

得られた開発成果の概要



7

医療・生命科学計測のための機器

図３　位相型高感度Ｘ線医用診断機器で撮影した
　　　人体手指関節の微分位相画像と比較MRI画像図２　位相型高感度Ｘ線医用診断機器

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”,　出願人：A.Momose
2. 特許第4445397号、「Ｘ線撮像装置および撮像方法」、出願人：百生敦

【出願特許】

7. 特願2010-061993、「Ｘ線撮影システム」、出願人：コニカミノルタエムジー-

【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

4. J. Tanaka, M. Nagashima, K. Kido, Y. Hoshino, J. Kiyohara, C. Makifuchi, S. Nishino, S. Nagatsuka, A. Momose, “Cadaveric and
in vivo human joint imaging based on differential phase contrast by X-ray Talbot-Lau interferometry”, Z. Med. Phys. (2012)
DOI: 10.1016 / j. zemedi. 2012. 11. 004.

1. PCT/JP2010/53978、「Ｘ線撮影装置、Ｘ線画像システム及びＸ線画像生成方法」、出願人：コニカミノルタエムジー
2. 特願2009-108998、「Ｘ線撮影装置、Ｘ線画像システム及びＸ線画像生成方法」、出願人：コニカミノルタエムジー
3. 特願2009-198724、「Ｘ線撮影装置」、出願人：コニカミノルタエムジー
4. 特願2009-214483、「Ｘ線撮影装置、Ｘ線画像システム及びＸ線画像生成方法」、出願人：コニカミノルタエムジー
5. 特願2010-061973、「Ｘ線撮影装置」、出願人：コニカミノルタエムジー
6. 特願2010-061983、「Ｘ線画像撮影システム及びＸ線画像撮影方法」、出願人：コニカミノルタエムジー

Ｘ線位相イメージング技術によりリウマチや乳ガンの早期発見が可能に

　我々のX線位相画像撮像技術は、病院などの医療現場
での利用に加えて、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適用可
能であり、X線透視画像が関わる広い分野への波及に努
めている。

■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きたが、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、医療現場へ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。
　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、および、乳がん診断の検証実
験を開始させており、近い将来には病院にてこれらの装
置による診断が実現しそうである。
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赤い蛍光で細胞内カルシウムイオン濃度の
変動を画像化できる蛍光試薬

開発成果

　　　　　花岡健二郎（東京大学大学院薬学系研究科・准教授）

 

赤い蛍光、蛍光プローブ、ケイ素、カルシウム、バイオイメージング

チームリーダー

次世代型蛍光プローブの創製を目指した新規蛍光団の開発
■参画機関：　なし
■開発期間：平成23～26年度（予定）　

開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

　

タ イ プ

　生命科学研究において、生体応用における多くの利点から緑色蛍光団である「フルオレセイン」は蛍光プロー
ブや蛍光標識剤の基礎骨格として広く用いられ、古くから盛んに研究されてきた。本開発では、これまでのフル
オレセインに関する全てのノウハウを適用可能であり、さらに１００ｎｍも長い吸収・蛍光波長を持つ新たな赤
色蛍光団の開発を目指す。これによって、低い自家蛍光や高い組織透過性、マルチカラーイメージングへの応用
など革新的な展開が可能となり、フルオレセインに取って代わる新たな蛍光団となることが期待される。

フルオレセイン TokyoMagenta (TM) 類

■開発の背景／経緯

　生命現象を理解するためには、生体内で起こるさまざまな現
象をリアルタイムで高感度に観察することが重要である。蛍光
イメージングはこのような観察を可能にする手法の一つで、蛍
光試薬や蛍光タンパク質を用いて分子や細胞などを可視化す
る。さらに近年では、複数の分子や細胞を異なる色の蛍光試薬
などで色分けすることで、それらの分布の違いや相互作用の
有無などを直接観察する「マルチカラーイメージング」への要
望が高まっている。
従来から広く用いられている代表的な蛍光試薬である「フルオ
レセイン」（図１左）は水溶性が高く、高い蛍光輝度を持ち、蛍光
制御機構が確立されているなど優れた特徴がある。しかし、フ
ルオレセインを含む緑色蛍光試薬は、他の緑色蛍光試薬や蛍
光タンパク質と併用できない問題があった。近年、本開発チー
ムはフルオレセインの酸素原子をケイ素原子に置換すること
で、フルオレセインの優れた特性を保持したまま、赤く光る蛍
光色素「ＴｏｋｙｏＭａｇｅｎｔａ（ＴＭ）類」の開発に成功した（図１
右）。ＴＭ類は水溶液中における吸収波長と蛍光波長がともに、
フルオレセインと比較して９０ｎｍもの大きな長波長化を示す
ことから、フルオレセインに比べて組織透過性に優れている上
に、光細胞毒性が小さいという利点がある。開発チームはＴＭ
類を用いて、細胞質に均一に分布し、細胞内部におけるカルシ
ウム濃度変化を可視化できる赤色蛍光試薬『ＣａＴＭ－２』の開
発に成功した。

■開発の成果

　『ＣａＴＭ－２』は、カルシウムイオンの濃度が高くなるにつれ
て強い蛍光を発することから、カルシウムイオンの濃度分布や
その変化を可視化することができる。さらに、細胞膜を透過で
きるように改良した『ＣａＴＭ－２ ＡＭ』の開発にも成功した（図
２）。実際にＣａＴＭ－２ ＡＭを用いて、生きた細胞がヒスタミン
刺激を受けたときの細胞質内のカルシウムイオン濃度の変動
を画像化することに成功した（図３ａ－ｄ）。また、従来から使用
されている赤く光るカルシウム蛍光試薬であるＲｈｏｄ－２はミ
トコンドリアに局在する性質があるため、細胞質におけるカル
シウムイオン濃度変動の測定には適さないことが分かる（図３
ｅ－ｈ）。『ＣａＴＭ－２』および『ＣａＴＭ－２ ＡＭ』はタカラバイオ
株式会社より市販化された。

　図１　フルオレセインとＴｏｋｙｏＭａｇｅｎｔａ類
　フルオレセインの緑色で示したＯ原子をＳｉ原子（紫色で示した部分）に
置換することで、赤色領域に吸収・蛍光波長（５８２ｎｍ／５９８ｎｍ）を持つ
ＴｏｋｙｏＭａｇｅｎｔａ(TM)類の開発に成功した。

開発成果

3

得られた開発成果の概要
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上記成果の科学技術的根拠

【特許出願】

1. 特願2013-042346、発明者：花岡健二郎, 長野哲雄, 平林和久、「蛍光プローブ」、出願人：国立大学法人東京大学
2. PCT/JP2013/053662、発明者：花岡健二郎, 長野哲雄, 平林和久, 土岐裕子、「蛍光プローブ」、
　出願人：国立大学法人東京大学
3. PCT/JP2012/053853、発明者：花岡健二郎, 長野哲雄, 小出裕一郎, 江川尭寛 、「蛍光プローブ」、
　出願人：国立大学法人東京大学
4. PCT/JP2012/051122、発明者：花岡健二郎, 長野哲雄, 小出裕一郎, 江川尭寛, 平林和久、「蛍光プローブ」、
　出願人：国立大学法人東京大学

【発表論文等】

1. Takahiro Egawa, Kazuhisa Hirabayashi, Yuichiro Koide, Chiaki Kobayashi, Naoya Takahashi, Tomoko Mineno, Takuya Terai, 

　Tasuku Ueno, Toru Komatsu, Yuji Ikegaya, Norio Matsuki, Tetsuo Nagano, Kenjiro Hanaoka, 

　“Red Fluorescence Probe for Monitoring Dynamics of Cytoplasmic Calcium Ion”, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 3874-3877 (2013).

2. Takahiro Egawa, Yuichiro Koide, Kenjiro Hanaoka, Toru Komatsu, Takuya Terai, Tetsuo Nagano,

　 “Development of a Fluorescein Analogue, TokyoMagenta, as a Novel Scaffold for Fluorescence Probes in Red Region”, 

　Chem. Commun., 47, 4162-4164 (2011).

緑色蛍光試薬との併用で生命現象のマルチカラー観察を可能に

　カルシウムイオンは多くの生命現象に関わっており、
筋収縮や脳神経活動などに伴って濃度分布が変化する。
そのため、生きた細胞内部のカルシウムイオン濃度に
ついて、その時間的変動や場所の情報を画像としてと
らえることで、様々な生体活動の理解を深めることが
できる。今回、細胞質におけるカルシウム濃度変化を

可視化できる赤色蛍光試薬の開発に成功し、本研究分
野がさらに進展することが期待される。また、ＴＭ類
は、他の赤色蛍光プローブへの応用も可能であり、本
開発の成果は、複数の生体分子を異なる色の蛍光色素
で可視化して同時に画像化する『マルチカラーイメー
ジング』を幅広い分野に応用できると期待される。
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図2　開発した赤く光るカルシウム蛍光試薬
（左）今回開発に成功した赤く光るカルシウム蛍光試薬『ＣａＴ
Ｍ－２』および『ＣａＴＭ－２ ＡＭ』。（右）カルシウム蛍光試
薬を含んだ溶液中でのカルシウムイオンの濃度上昇に伴う蛍光上
昇。カルシウムイオン濃度の上昇に伴い、蛍光試薬由来の６０９
ｎｍの赤い蛍光の上昇が観察される。

　図3　ヒスタミン刺激による細胞内カルシウムイオン濃度変動の  
画像化

（ａ－ｄ）ＣａＴＭ－２ ＡＭをＨｅＬａ細胞に導入し、ヒスタミ
ン刺激を行った時の蛍光像（ａ－ｃ）および、（ａ）内に１～７
で示した各細胞における蛍光強度の時間変化（ｄ）。ＣａＴＭ－
２が細胞質に分布し、カルシウムイオン濃度の変動をとらえてい
ることが観察される。
（ｅ－ｈ）既存の赤色蛍光試薬であるＲｈｏｄ－２ ＡＭを用いて、
（ａ－ｄ）と同じ実験を行った時の画像。Ｒｈｏｄ－２がミトコ
ンドリアに局在する性質があるので、ミトコンドリアでのカルシ
ウムイオン濃度の変動をとらえていることが観察される。
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生細胞内部の温度分布を画像化できる
蛍光試薬
　　　　　内山聖一 （東京大学大学院薬学系研究科・助教）

 

温度、細胞、蛍光、イメージング 

チームリーダー

■参画機関：奈良先端科学技術大学院大学
■開発期間：平成２２～２５年度　

細胞内温度計測用プローブの開発開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

タ イ プ

　細胞内で起こるさまざまな生命現象を温度の視点から詳細に解明するため、高い温度分解能と空間分解能を備

えた細胞内温度計測用蛍光プローブを開発する。また、簡便で誰にでも使用可能な細胞内温度計測技術の確立を

目指し、これらの分解能を備え、さらに培地から細胞質への移行能、各細胞内小器官への移行能を付加したプロ

ーブを開発する。

■開発の背景／経緯

　生きた細胞の複雑な機能は、細胞温度と密接な関係にあ
ると考えられている。細胞の温度は、細胞の内部で起こる
さまざまな化学反応に由来する生命現象に影響を及ぼす。
実際に、がん細胞などの病態細胞は、正常細胞と比較して
高温であることが指摘されており、医学分野においても細
胞の温度計測に興味が持たれている。しかしながら細胞の
サイズは数～数十mと非常に小さいため、熱電対やサーモ
グラフィーといった既存の温度計測技術を利用することが
困難だった。
　本開発チームは、2009年に細胞1個を測定可能な温度
計測用蛍光プローブを開発してきた。しかしながら、この
蛍光プローブは細胞内部で互いに集まって凝集体を形成し
てしまい、細胞内部の小器官や、より小さな領域の温度や
温度の分布を測定することはできなかった。
　今回新たに、細胞内で凝集しづらい温度計測用蛍光プ
ローブを開発することで、温度測定の空間分解能を劇的に
向上させることに成功した。さらに、蛍光の強度ではなく、
その寿命を測定することで、プローブの濃度や照射光強度
といった測定条件の影響を受けにくくし、生きた細胞内部
の温度分布の計測を実現した。

■開発の成果

　はじめに、細胞内に広く分散しうる温度計測用蛍光プ
ローブ（図1）を合成した。本蛍光プローブは、温度変化
を感知するユニット、細胞内での凝集を防ぐユニット、蛍
光シグナルを発するユニットで構成され、水溶液中にて
温度依存的な蛍光寿命を示す（28℃にて4.6 ns､
40℃にて7.6 ns）。この蛍光プローブは温度の変化に敏
感で、0.18℃ものわずかな温度差を検出可能である。また、
本プローブの温度検出性能は、pH、イオン強度など、細胞
内部で局所的に大きく変化しうる要因には影響を受けない。
次に、合成したこのプローブを、先端径が0.7mのガラス
製針を通してCOS7細胞（アフリカミドリザル腎臓由来）
に導入し、蛍光寿命イメージング顕微鏡を用いて蛍光寿命
像を取得した。その結果、細胞核や中心体が細胞質と比較
して温かいこと（図2）、ミトコンドリアの近くで局所的
に温度が上昇していること（図3）などを鮮明にとらえる
ことに成功した。同様の細胞内温度分布は、HeLa細胞
（ヒト子宮頸がん由来）を使用した実験においても観測
された。

開発成果

4

得られた開発成果の概要
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図１　細胞内温度分布計測を可能にする蛍光プローブ

図２　生細胞内の温度分布計測（細胞全体）

　本蛍光プローブは、温度変化を感知するNNPAMユニッ
ト、細胞内での凝集を防ぐSPAユニット、蛍光シグナルを
発するDBDユニットで構成され、平均分子量は約19,300
である。

　
　蛍光プローブを導入したCOS7細胞（4個）の蛍光像
（左）および蛍光寿命像（右）。蛍光寿命像では、蛍光寿
命の長い（温度が高い）ところを赤く、短い（温度が低
い）ところを青く示している。この蛍光寿命像より、

細胞核（細胞内の丸円部分）の温度が細胞のほかの部分
（細胞質）に比べて高いことがわかる。62個の細胞に対し
てデータ解析を行ったところ、これらの細胞において細胞
核と細胞質の平均温度差は0.96℃だった。また同様に、中
心体（矢頭で示す）も細胞質より平均0.75℃高温であるこ
とが明らかとなった（細胞35個に対する解析より）。なお、
蛍光像内の白線は10 mを表している。

　蛍光プローブを導入したCOS7細胞の蛍光像（左および
中）および蛍光寿命像（右）。右2つの画像は蛍光像
（左）内の四角内に対応する拡大像。また、蛍光像（左お
よび中）において温度計測用蛍光プローブは緑色、ミトコ
ンドリアは赤色で示している。蛍光寿命像より、ミトコン
ドリアの近くで局所的に熱が発生している様子が確認でき
る（矢頭で示す）。なお、蛍光像内の白線は10 mを表す。

細胞の温度を測る

　今回開発した細胞内の温度分布計測法は、どのよう
な種類の細胞にも応用可能である。本成果は、さまざ
まな細胞の機能や病態化のメカニズムを、細胞内の局
所的な温度とその分布から解明する可能性をもたらし
た。これは、従来の生物学や医学では考慮することが
できなかった観点であり、本成果が、生物学や医学分
野における研究の発展に寄与するものと期待される。
すでに、アメリカ、イギリスを始めとする世界各国の

さまざまな分野の研究者から今回開発した温度計測用
蛍光プローブの提供を要請されており、日本発の新技
術が世界中の研究者によって広く利用されることが期
待される。現在、開発チームは、この蛍光プローブに
さらなる改良を行うことによって、より正確で、かつ
針を通して細胞内へ注入する操作を必要としない簡便
な細胞内温度分布計測法の確立を目指している。

図３　生細胞内の温度分布計測（ミトコンドリア付近）

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】

1. Kohki Okabe, Noriko Inada, Chie Gota, Yoshie Harada, Takashi Funatsu, Seiichi Uchiyama, “Intracellular temperature mapping 
　with a fluorescent polymeric thermometer and fluorescence lifetime imaging microscopy” Nature Communications, 3, 705 (2012).

2. 内山聖一、郷田千恵、大和田智彦、特願2008-533148、「蛍光性分子温度計」
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バイオ画像の自動分類を可能にした
能動学習型ソフトウェアCARTAの開発
　　　　　馳澤盛一郎（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授）

 

温能動学習型ソフトウェア、画像分類、画像診断、イメージング

チームリーダー

■参画機関：東京理科大学
■開発期間：平成２２～２５年度　

生物画像のオーダーメイド分類ソフトウェアの開発開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

タ イ プ

　生命科学・医学における撮像技術の発達と画像の多様化・多量化によって、汎用性の高い画像評価法が研究・

応用現場の緊急ニーズとなっている。オーダーメイドな画像評価システムを目指し、進化型計算と自己組織化写

像を用いて、人間の判断に匹敵する高い可塑性を備える自動画像分類法の開発を目指す。本手法により、画像診

断や化学物質評価・創薬スクリーニングなどの現場で広く普及することが期待される。

■開発の背景／経緯

　イメージング技術の発達にともない、近年、生物医学画
像データの多様化と大規模化が急速に進んでいる。その一
方で、多様なイメージング機器から得られる画像データは
複雑なため、画像の判定や分類は実務経験の豊富な医師や
研究者の目視で行うことが未だに主流である。これは画像
を使用した研究推進や医療診断の律速段階になっている。
イメージング機器のハードウェアの進歩に、ソフトウェア
の開発が追いついていないと言えよう。
　今日の研究や医療現場では、顕微鏡撮影、Ｘ線撮像法、
コンピューター断層撮影法（CT）、核磁気共鳴画像装置
（MRI）、陽電子放出断層撮影（PET）などによる画像診
断が広く用いられる。例えば、病院の検査現場では、全て
の患者のあらゆる画像を限られた画像診断医が読影するた
め、診断結果が確定するまで多くの時間を要している。今
までのソフトウェア開発法では、分類目的の変更、イメー
ジング機器の更新、撮影条件の変化のたびにソフトウェア
を作り替えなくてはならず、多大な労力と時間がかかる。
また、目的や対象法が異なる画像を分類するためには、そ
のたびにアルゴリズムを作成し直さなければならない。膨
大で多種多様な画像を、可塑性の高いソフトウェアを用い
て自動的かつ高精度で分類できる方法を開発すれば、これ
らの問題が解決できると期待されてきた。

図１　能動学習型ソフトウェアCARTAによるバイオ画像の自動分類

開発成果

5

得られた開発成果の概要
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15

上記成果の科学技術的根拠

【特許】

Patent No. WO2008/129881; US8260063-B2; EP2141657-A1特許第4688954号（2011年2月25日登録）

「Feature value selection method, feature value selection device, image classification method, image classification device, 

computer program and recording medium」

【発表論文等】

Kutsuna, N., Higaki, T., Matsunaga, S., Otsuki, T., Yamaguchi,M., Fujii, H. and Hasezawa, S. “Active learning framework with iterative 

clustering for bioimage classification”, Nature Commun., 3, 1032 (2012).

■開発の成果

　既存の画像分類ソフトウェアの問題点を克服するために、革
新的な自動分類ソフトウェアCARTA（Clustering-Aided 
Rapid Training Agent）を開発した。CARTAという名前は、
分類結果表示が日本伝統文化のカルタを並べた様子に似るこ
とから、日本発の技術として命名したものである。CARTAは
ユーザーや専門家が入力する目的やアドバイスを繰り返し学
習しながら、画像分類を可能とする能動学習型ソフトウェアで
ある（図１）。CARTAを用いて専門家や診断医の知力と経験を
自ら取り込ませることで、精度の高い分類器を作成することが
可能になった。クラスタリングに用いる特徴量は自由に入れ替
えることが可能であり、遺伝的アルゴリズムを使用して最適な
分類を達成した段階で自動的に検討作業を止め、その結果を
コンピューター画面上に表示することができる。
　判別が難しい２種類のがんを核磁気共鳴画像装置により撮
影した画像群（MR画像群）をCARTAにより分類を試みた（図
２）。がんの腫瘍画像からがんの種類を見分けることは、そのが
んが原発性腫瘍なのか転移して形成された腫瘍なのかを判断
し、治療方針を決める上でも最も重要な診断の一つである。特
殊な訓練を積んだ画像診断医にしか判別できないようなMR
画像群もCARTAを用いて分類することができた。

図２　肉腫細胞と乳癌由来のマウス腫瘍MR像(上)とCARTAによる
　　　自動分類結果（下）

画像診断医の労力が軽減し、画像診断の正確性や客観性が向上し、診断のスピードアップに貢献する

　従来法と分類・判定精度を比較した結果、CARTAを使
用した場合の判定精度は、目視による従来法を上回り、判
定速度についても２倍以上にスピードアップした。
CARTAは明らかに分類が明確な画像群を省き、分類の

境界線上にある判断が難しい画像群だけを抽出して専門
家に少数の判定用画像群として供与できる。これにより、
画像分類や判定の労力軽減が可能となったことから、画
像を用いた研究及び開発のスピード向上が期待される。



14

400 m

投入ポート 分注パートへ

0.5mm

ウシ卵子

除核パート

分注用ポート

静電センサ

マイクロ流路

100 m

Culture well

分注ドロップレット

除核卵子

除核分注チップ

10 mm
投入ポート

分注パート

除核パート

マイクロナイフ マイクログリッパー

分注パート

100 m

1 mm

Si Ni

Si

Ni

200 m

8 m

100 m

OCIAN
On-Chip Impedance ANalyzer

400 m

投入ポート 分注パートへ

0.5mm

ウシ卵子

除核パート

分注用ポート

静電センサ

マイクロ流路

100 m

Culture well

分注ドロップレット

除核卵子

除核分注チップ

10 mm
投入ポート

分注パート

除核パート

マイクロナイフ マイクログリッパー

分注パート

100 m

1 mm

Si Ni

Si

Ni

200 m

8 m

100 m

OCIAN
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卵子の除核と分注を実現するマイクロロボットと
マイクロ流体チップシステムの開発
　　　　　新井史人（名古屋大学大学院工学研究科・教授）

 

MEMS、マイクロ流体チップ、マイクロロボット、クローニング、除核

チームリーダー

■参画機関：なし
■開発期間：平成２1～２4年度

マイクロロボットによるオンチップ高速除核・分注技術の開発開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

タ イ プ

　体細胞クローン動物や一卵性双子、遺伝子改変動物などを作出するためには大量の核移植操作が必要となるが、

現状では顕微鏡下で熟練オペレータがマイクロマニピュレータを操作して行うため、自動化が困難である。胚操作

技術の中で最も複雑な除核作業を自動化することを目的とし、「マイクロ流路中に導入した卵子の核の位置自動検

出」、「マイクロロボットによる高速除核」、「除核後の卵子の自動分注技術」を開発する。

■開発の背景／経緯

　現在、バイオテクノロジー分野において、遺伝子解明の
研究や有用家畜の産出による食糧問題の解決を目標に、ク
ローン動物の作製の手法が研究されている。クローン動物
を作製するためには、無受精の卵子から核を取り除き、そ
の除核された卵子に対象となる動物の核を挿入して培養し、
仮親に受胎させ出産させることで実現する。この操作の中
で、卵子の除核操作は機械式マニピュレータのマニュアル
操作によって行われている。そのため、除核時に切り取る

細胞質の体積や、核を押し出す力を一定にすることが難し
く、クローン胚の発生率評価に影響する。また、操作には
熟練を要し、さらに長時間の作業が必要となる。そこで、
本研究では、ロボット技術を用い、高速かつ高精度に繰り
返して卵子の除核を行うシステムの実現を目標に、マイク
ロロボットとマイクロ流体チップを用いた卵子の除核と、
除核された卵子を容易に扱えるようにマイクロウェルに個
別に分注する技術を開発する。

開発成果

6

図1　除核分注チップ 図2　除核用マイクロナイフ

得られた開発成果の概要
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医療・生命科学計測のための機器

オンチップで細胞の高精度・高速操作、力学的特性計測が可能に

　本研究では、従来は困難であったマイクロ流体チップ
内部の閉空間内で、高精度にマイクロロボットを非接触
で駆動することに成功した。磁力を用いることで、透明帯
を切開できるような強い力を発生することができる。マ
イクロ流体チップは、コンタミネーションを防ぎ、流体力

による細胞のソーティングが可能で細胞の分析に有効で
ある。派生技術でも示したように、マイクロ流体チップと
ロボットを組み合わせることで、細胞の粘弾性特性を連
続的に計測することを実現している。

上記成果の科学技術的根拠

【特許出願】

1.  特願2012-120056、細胞操作装置、新井史人、市川明彦、馮　林、萩原　将也、 

2.  特願 2010-109691、マイクロ流体チップ内における磁気駆動マイクロツールの駆動機構、新井史人他

【発表論文等】
1.  M。 Hagiwara、 T。 Kawahara and F。 Arai、 Applied Physics Letters、 101、 2012、 pp。 074102-1 - 074102-4。
2.  T。 Kawahara、 M。 Sugita、 M。 Hagiwara、 F。 Arai、 et al。、 Lab Chip、 (2012)、 issue 6、 2013、 pp。 1070-1078

3.  M。 Hagiwara、 T。 Kawahara、 T。 Iijima、 F。 Arai、 High Speed Magnetic Microrobot Actuation in a Microfluidic Chip 

      by Fine V-Groove Surface、 IEEE Trans。 Robotics、 29-2、 2013、 pp。 363-372

■開発の成果

　開発した除核分注チップを図1と除核用のマイクロナイフを
図2、マイクログリッパーと分注システムを図3に示す。マイク
ロロボットはシリコンを微細加工して作製しており、そこに永久
磁石を取り付けている。マイク流体チップ内部にロボットを設
置し、外部から永久磁石により操作することで、非接触にロボッ
トを操作することができる（図1）。マイクロナイフ（図2）は、先
端をグレースケール加工により先鋭化しており、卵子の切開に
有効である。マイクログリッパーは把持機構を有するマイクロ
ロボットで、シリコンにより梁構造を作製し、その中央部分に永
久磁石を取り付けている。ロボットの下部から電磁石により磁
場を加える事で、中央の永久磁石が移動し、それにより先端部
分を開閉することが可能である。このマイクロナイフとマイク
ログリッパーを用いることで、卵子を把持し透明帯の一部を切
開してグリッパーにて核を押し出し除核する。除核された卵子
は分注パートに搬送される。分注パートはマイクロ流路内部に
静電センサ２組と分注ポートが配置されている。卵子が流路を
流れて来ると、それぞれの静電センサに反応があり、通過時間
とセンサ間距離から通過速度が分かる。それにより、分注ポー
トの真上に卵子が到達する時間が推定でき、そのタイミングで
分注を行うことで、卵子が分注ポート下に配置したウェルにほ
ぼ１００％の確率で分注される。以上により、卵子の除核と分注
を行うシステムが実現した。
また、派生技術として、超高速駆動を実現するマイクロロボット
並びに、卵子の粘弾性計測システムについて、それぞれ図２、
図３に示す。超高速駆動マイクロロボットは底面にリブレットと

いう溝加工を作製しており、ロボットが高速に駆動するとリブ
レットの効果によりロボット底面と流体チップ底面の摩擦が低
減し駆動速度を上げることができる。卵子の粘弾性計測は、マ
イクロ流体チップの一方の壁面を永久磁石により非接触に駆
動することで卵子を変形し、もう一方の壁が力センサの役割に
なっており、卵子の変形量と力情報により卵子の粘弾性特性が
計測できる。連続計測に成功した。

図3　マイクログリッパーと分注システム
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全自動二次元電気泳動装置商品化
Auto2D BM-100

全自動２次元電気泳動・転写装置　実用化試作機

 

PAGE 

SDS-PAGE

PAGE 

SDS-PAGE

グリオーマ　ビメンチンタンパク質の転写結果

排出転写方式原理図

転写
転写膜

ゲル

+-

全自動2次元電気泳動装置の実用化および
新規ブロッティング装置の試作完了

タ イ プ

プロテオミクス、タンパク質、2次元電気泳動、ウェスタンブロッティング

　　　　　鵜沼　豊 （シャープ（株）研究開発本部　健康システム研究所第二研究室・室長）チームリーダー

 荒木令江 （熊本大学大学院医学薬学研究部（医学部）・准教授）サブリーダー

■参画機関：熊本大学
■開発期間：平成21～23年度 　

全自動2次元電気泳動・ウェスタンブロッティング装置の開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

１）全自動2次元電気泳動装置の実用化
　2次元電気泳動を全自動化するに当って最も問題になる
1次元目電気泳動完了後のゲルの2次元目への接続工程を改
善した。
　ゲルの変形、僅かな位置ずれが泳動結果に大きな影響
を及ぼすが、当グループはゲルの精密搬送機構と接続機構
の開発に成功し、使用チップ類の製造誤差、設定誤差等を
キャンセルし毎回高精細な泳動結果を再現させることに成
功した。また冷却能力の最適化と密閉性の向上、ユーザー

インターフェスの改良により全自動2次元電気泳動装置の
商品化に成功した。
２）新規ブロッティング装置の試作
　2次元電気泳動自動化から更に転写工程までを含めた
連続自動化を目指し、当グループが開発した新規転写方法
である「排出転写」方式試作機の小型化と簡易操作化を図
った。分解能の向上のための分離ゲルと転写膜との接続構
造、転写膜引き上げ機構の改良を行い９０％以上の転写率、
ばらつき（CV値）５％以下を達成し実用化に目処を得た。

　バイオ基礎研究から創薬開発・早期診断・個別化医療に繋がるプロテオーム解析研究の飛躍的な進歩に貢献するため

の、高速・高感度・高分解能をもつタンパク質解析ツールを開発する。当グループは従来不可能であった２次元電気泳動

と電気的膜転写工程を自動化したプロトタイプ機を既に開発している。本開発では転写効率の向上を図るとともに、分解

能・再現性・簡易性の向上等のレベルアップを図った実用機を開発する。

開発成果

7

得られた開発成果の概要
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３）疾病プロテオミクスへの応用
　当グループ熊本大学・荒木研究室は開発した全自動2次
元電気泳動装置が少量のサンプルで分析可能であることを
活用してこれまで識別が困難であったグリオーマ幹細胞と
正常細胞とでビメンチンタンパク質の翻訳後修飾パターン

が異なり識別が可能であることを見出した。更に本開発装
置の高分解能性を活かして抗がん剤の感受性の相違がタン
パク質の翻訳後修飾パターンで判別可能であることを示す
とともにその抗がん剤抵抗性の機序を明らかにした。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1.  発明者：大木博、他５人　出願番号：2011-107651　発明の名称：ゲル固定用基材、電気泳動用反応器具、電気泳動用反応
　 器具の製造方法及び電気泳動用キット
2.  発明者：楠本晃司、他３人　出願番号：2011-108709　発明の名称：電気泳動方法、及び電気泳動装置
3.  発明者：松永貴輝　出願番号：2011-128525　発明の名称：データ解析装置、データ解析方法およびデータ解析プログラム
4.  発明者：荒木令江　出願番号：2012-075242　発明の名称：融合プロテオミクスによるNF1特異的タンパク質の同定方法、
　 NF1特異的タンパク質発現抑制方法、NF1特異的タンパク質の腫瘍マーカー及び治療ターゲットとしての使用方法
その他平成２３年度１７件出願

【発表論文等】
1.  Silsirivanit A, *Araki N, Pairojkul C, Wongkham C, Narimatsu H, Kuwahara K, Wongkham S, Sakaguchi N. ,A novel serum
　 carbohydrate marker on MUC5AC: values for diagnostic and prognostic indicators for cholangiocarcinoma.  Cancer, 
　 117(15):3393-403, 2011

2.  Esaki K, Terashima Y, Toda E, Yoshinaga S, Araki N, Matsushima K, *Terasawa H. ,Expression and purification of human 
　 FROUNT, a common cytosolic regulator of CCR2 and CCR5. Protein Expression and Purification, 77(1):86-91, 2011

3.  Araki, N*, Integrated proteomics for studying cellular mechanism of neural tumor formation. Connective Tissue Research, 2012 
　 in press

簡便・高速なタンパク質分析装置を実現し、医学・生化学の分野に貢献

困難可（高再現性）定量評価

90％以上 70％以下転写効率

２〜3時間全分析時間

手作業・ゲルは
がし操作が必要

全自操作性

従来本開発

3〜4日

動

１）タンパク質の網羅的な研究が進められているなか、
簡易で高速なタンパク質分析装置が求められている。
　2次元電気泳動法およびウェスタンブロッティング
法は多数のタンパク質を同時に視覚的に捉えることが
できる優れた手法であるが、ゲルの取り扱い等に熟練
を要していた。当グループの開発により全自動化され
誰でも約１００分で結果を得ることが可能となりプロ
テオミクス研究の展開の加速に貢献できる。
２）従来比較
　従来2次元電気泳動から転写までの作業は手作業に
て行なわれ、特に転写はゲルのカセットからの剥離お
よび転写膜、電極との重ね合わせ等煩雑で誤差の大き
な作業をともない再現性の高い結果を得ることは困難
だった。排出転写方式の開発によりゲルを剥がす操作
が不要となり全自動化を達成した。

３）抗がん剤感受性に関するメカニズム解明と癌幹細
胞特異タンパク質検出
　当グループの熊本大学大学院生命科学研究部の荒木
准教授は本開発の全自動電気泳動転写装置を用いて脳
腫瘍のプロテオーム解析を行ない、リン酸化による等
電点シフトが分離可能な性能を活かし、抗がん剤感受
性の相違、及び抗がん剤耐性のメカニズム解明を行な
った。また、極微量のサンプルで分析が可能な特長を
活かし、癌幹細胞に特異的および分化によって発現す
るタンパク質を捉えることができ癌幹細胞研究に貢献
することができた。
４）疾病プロテオミクス研究の加速とオミックス医療
　遺伝子に比べ遥かに複雑なプロテオミクスは必要性
を認識されながらシステマチックな取組みは遅れてい
た。疾患サンプルからのタンパク質分離、質量分析に
データベース構築・検索、経路解析、検証実験、疾患
モデル検証の研究サイクルのなかで本開発成果は検証
実験のオートメーション化に貢献するものであり、オ
ミックス医療へ向けての必要となる膨大な研究開発の
効率化に貢献できると考える。
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従来の10倍高性能な遺伝子発現のリアル
タイム測定解析システムの開発と実用化

遺伝子発現、生物発光、in vivoリアルタイム測定、ルシフェラーゼ 

　　　　　白木　央（中立電機（株）FA事業部・技監（前　取締役事業部長)）チームリーダー

■参画機関：名古屋大学、中部大学、（株）コーネット
■開発期間：機器開発タイプ：平成17～21年度、ソフトウェア開発タイプ：平成21～24年度　

生物発光リアルタイム測定解析ソフトウェアの開発開発課題名

ソフトウェア開発タイプ

課題概要

石浦正寛（名古屋大学遺伝子実験施設・名誉教授）サブリーダー

タ イ プ

　生物発光リアルタイム測定法は、遺伝子発現を生物発光として生きたままの細胞で連続的に自動測定する強力

な手法であり、遺伝子発現を極めて高い感度・精度・時間分解能で詳細にリアルタイム解析することができる。

本課題では、ユーザビリティの高いソフトウェアを開発して「機器開発タイプ」で開発した“従来の10倍

高性能”な生物発光測定装置に搭載し、誰もが簡便にこの測定法を活用できるシステムを実用化する。

　
（２）そのソフトウェアを使うことで、誰もが容易に高感
度生物発光測定装置を操作することが可能となった。また、
装置から出力される膨大な時系列の測定データをリアルタ
イムに視覚化して解析できるソフトウェアを開発した。こ
のソフトウェアを搭載した高感度生物発光測定装置は、CL
シリーズとして実用化（製品化）した。この装置は、従来
の高感度装置に比べ、ホタルルシフェラーゼ（黄緑色）の
生物発光に対して10倍（汎用な測定装置の500倍）、赤
色発光ルシフェラーゼの生物発光に対して50倍（汎用な測
定装置の1,700倍）の高感度を達成しました（図２）。
（３）さらに大規模な時系列データを取り扱ったり、様々
な実験用途に対応する柔軟かつ多彩な解析機能を備えた新
たなソフトウェアを開発した。このソフトウェアでは、
Fuzzy　ART（fuzzy　adaptive　resonance theory）
を応用したクラスタリング機能（時系列発光パターンの

■開発の背景／経緯

　ポストゲノム時代では遺伝子機能の解明や有用遺伝子の
探索が重要な課題である。次世代DNAシーケンサが実用化
されたことで、遺伝子情報が劇的な速度で蓄積しており、
飛躍的に処理能力が高く、高精度な遺伝子機能の解析法や
有用遺伝子の探索法が求められている。細胞内の遺伝子発
現は外部刺激や時刻などの要因で変動するので、発現の時
系列変化を連続的に測定することが、遺伝子の機能を解明
するために重要である。これまではノザン解析法、T-PCR
法、ウェスタン解析法などの手法が用いられてきたが、細
胞を破砕してRNAやタンパク質を抽出する必要があり、同
一試料における遺伝子発現の時系列解析が不可能だった。
また、煩雑な試料の前処理に多大な時間と労力が必要なた
め、自動化やハイスループット化が困難であった。「生物
発光リアルタイム測定法」は、遺伝子発現を生きたままの
細胞で生物発光として時系列測定する手法で、自動化や大
規模化が可能である。我々は、誰もが容易に「生物発光リ
アルタイム測定法」を活用できる測定装置とソフトウェア
（生物発光リアルタイム測定解析システム）を開発した。

■開発の成果

（１）従来の発光測定装置と比較して１０倍高感度な「高
感度生物発光測定装置」（図１）と１０倍処理が高速な
「ハイスループット生物発光測定装置」を開発した。また、
周辺技術（要素技術）として生物発光の測定に最適化した
高感度光電子増倍管やUSB小型計数器なども新たに開発し
た（「機器開発タイプ」において浜松ホトニクス（株）が
参画）。

図１　実用化した高感度生物発光測定装置CL24-Wの外観

開発成果

8

得られた開発成果の概要
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図２　実用化した高感度生物発光測定装置の測定感度。
数値は24ウェルプレートを使用してＡ社汎用装置で
測定した場合の感度を1とした相対値で表示した。

分類機能）などを新機能として開発した（図３）。Fuzzy ARTは、
既知の関数式や数値の閾値に依存せずに、柔軟にパターン分

類を行うことができるので、遺伝子発現のような未知の時系列
パターンの解析に適している。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1. 発明者：小内清ら； 出願番号：特願2010-070074；発明名称：測定処理を高速化した発光測定装置
2. 発明者：小内清ら； 出願番号：特願2010-070075；発明名称：高感度発光測定装置
3. 発明者：小内清ら； 出願番号：特願2010-095985；発明名称：分配装置、及び分配方法
4. 発明者：中村研三ら； 出願番号：特願2010-054484；発明名称：植物の種子油脂生産性を増大させる遺伝子及びその利用方法

【発表論文等】
1. 小内清・石浦正寛、生物物理、50(3):141-145 (2010)   6. Valencia et al. Genes Cells, 17:398-419 (2012)　　
2. 小内清・石浦正寛、光アライアンス、22(3):20-26 (2011)   7. Yonekura et al. Frontiers Plant Sci, 4: article31 (2013)

3. Akai et al. J Biol Chem, 286: 25224-2523 (2011)    8. Nanatani et al. Channels, in press　　
4. Akai et al. J Bacteriol, 194:6828-6836 (2012)    9. Niwa et al. Proc Natl Acad Sci USA, in press

5. Murakami et al. J Biol Chem, 287:29506-29515 (2012)
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図３　開発した測定解析ソフトウェアのFuzzy ARTに
よるクラスタリング機能（発光パターンの自動分類機能）

簡単な操作で遺伝子発現を生きたままの細胞で高感度に測定解析

■今後の展望
　実用化した高感度生物発光測定装置によって、これ
まで検出が困難であった極微弱な遺伝子発現のリアル
タイム測定や、これまでの測定装置では検出感度の問
題から活用が困難であった赤色発光ルシフェラーゼの
有効利用が可能となった。試作したハイスループット
生物発光測定装置は、マイクロプレート、シャーレ、
試験管、生物個体などの多種多様な試料に対応して
おり、96マイクロプレートならば一度の実験で200枚
（19,200試料）、微生物コロニーならば40万コロニ
ー、大型試験管ならば1,000本（イネの苗が1,000個
体）を、最短100分間隔で測定できる。開発成果品は、
環境、食料、エネルギー、医薬品開発などの広い分野
において、遺伝子発現の詳細な解析や、鍵遺伝子の発

現パターンを指標とした突然変異体（有用生物株）や
化合物（有用物質）のスクリーニングへの応用が期待
される。特にハイスループット生物発光測定装置は、
次世代DNAシーケンサと連携して活用することで、有
用遺伝子の網羅的な高速探索に威力を発揮するものと
期待される。
■開発成果の貢献
　植物種子の油脂生産性を増大させる新規遺伝子の発
見（特願2010-054484）や生物時計の機能の解明に
貢献した（論文番号5, 6, 9など）。その他にも、藻類
や植物のバイオマス増産（論文番号7など）、ほ乳類細
胞の分化シグナル、植物系細胞の物質輸送（論文番号
3, 4, 8など）、農作物のストレス耐性や耐病性などの
広範囲な研究分野に貢献している。
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単一細胞のラベルフリー分析／分取を実現する
誘電スペクトロサイトメーター

単一細胞分析、ラベルフリー、マイクロ流路、インピーダンス測定

　　　　　大森真二（ソニー(株)メディカル事業ユニット 医用技術研究部・統括課長）チームリーダー

 
水谷修紀（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科・教授）サブリーダー

■参画機関：東京医科歯科大学
■開発期間：平成21～24年度

誘電スペクトロサイトメーターの開発開発課題名

機器開発タイプ

課題概要

■開発の背景／経緯

　誘電スペクトロサイトメーター（DSCM）という新しい
コンセプトの分析装置のプロトタイプを製作した（図1）。
微細な配管に細胞溶液を流し、途中に設けた検出部（アナ
ライザー）を一個一個の細胞が通過するときに、その電気
インピーダンスを測定する。細胞に対して力を加えて流れ
る方向を変える仕組み（ソーター）も開発しており、今後
はこれを検出部の下流側に設けることで、特定範囲のイン
ピーダンスをもつ細胞のみを取り分けることができるよう
にする。

　単一細胞の直流インピーダンスを測定する装置はすでに
存在する。それに対してDSCMは、細胞の誘電率が構造や
物性に依存した特徴的な変化を示すメガヘルツ周波数帯に
おいて、多点にわたる交流インピーダンスを測定する。単
一細胞による微小なインピーダンス変化を、高速で流れる
細胞が検出部にとどまる短時間のうちに、多点周波数にわ
たって測定するという「三重苦」を克服しなくてはならな
かった。塩濃度の高い細胞溶液では、電極分極という現象
によって細胞に起因するインピーダンス変化が正確に測定
できないという問題もあった。

図１　誘電スペクトロサイトメトリーの原理と
　　　将来的な応用

図２　電極埋込型マイクロ流路素子

図３　単一細胞の誘電スペクトルと対応する細胞像

　再生医学において、標的細胞をラベルフリーで分析・採取できる装置は国内外に現存しない。本開発は、マイクロ流

路中を高速で流れる細胞の誘電スペクトルを瞬時に分析して標的細胞のみを採取する誘電スペクトロサイトメーターの

実現を目指す。これにより、標的細胞を染色せず生きたまま採取する単一細胞分析技術の装置化が可能となり、将来的

に再生医学の先端研究分野に大きく寄与することが期待される。

タ イ プ

得られた開発成果の概要

図１ 誘電スペクトロサイトメトリーの原理と将来的な応用 

  

図３ 単一細胞の誘電スペクトルと対応する細胞像 

開発成果

9

図２ 電極埋込型マイクロ流路素子 

Cell Analysis Cell Sorting 
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1. 特願2010-243765、「誘電サイトメトリ装置及び誘電サイトメトリによる細胞分取方法」、出願人：ソニー株式会社、他15件

【発表論文等】
1. Yoichi Katsumoto et al., "Single cell dielectric spectroscopy in a micro-channel", Proceedings of the 15th International Conference on 
　Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, pp.613-615 (2011).

2.Kazuya Tatsumi et al., "Numerical model for microparticle and lymphocyte motions in dielectrophoretic manipulation device",
   Proceedings of the 15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, pp.1364-1366 (2011).

　これらの課題を解決するために二つの要素技術の開発を
進めた。ひとつは電極埋込型マイクロ流路デバイスである。
電極分極の影響を抑制し、単一細胞に対する測定感度を実
現するユニークな流路構造を考案した。この構造をもつデ
バイスを安価に製造するために、電子デバイスの製造イン
フラを利用した量産性のある製造プロセスで試作した。そ
れによってアナライザーとソーターをひとつの使い捨てデ
バイスに統合する設計が実現した（図2）。もうひとつの
要素技術は高速インピーダンス測定器である。広い周波数
範囲にわたって測定をおこなう場合、周波数を走査する従
来のインピーダンス測定器では測定時間が長すぎる。そこ
で多点周波数同時測定が可能な独自のインピーダンス測定

器を開発した。測定対象と電気的特性が近い固定素子に対
する評価においては、細胞検出が可能なサンプリング速度
においても、定評のあるインピーダンス測定器と同等の精
度をもつ。
　これらの要素技術を組み合わせて原理検証用装置を試作し
た。インピーダンス測定だけではなく、それと同期して同じ
細胞の画像を高速カメラで撮影できるようにして、世界で初
めて単一細胞の誘電スペクトル測定を実証した（図3）。そ
の後、測定自動化とソフトウェア改良によりユーザーの操作
性を向上させたプロトタイプ装置を製作した（図4）。

図４　誘電スペクトロサイトメーターの
　　　試作装置

図５　培養細胞株の抗がん剤に対する感受性試験図５ iPS細胞と分化細胞の分別 

 

  

iPS  

 

図４ 誘電スペクトロサイトメーターの試作装置 

単一細胞をラベルフリーで分析、再生医学に貢献

　従来の単一細胞分析装置であるフローサイトメー
ター（FCM）では、細胞を色素でラベルし、レーザー
光によって励起された蛍光を検出する。FCMは幹細胞
研究など最先端のライフサイエンス研究に不可欠な
ツールとなっている。DSCMは、FCMのように細胞の
違いを分子レベルで分析することはできない。しかし
ながら、細胞を生きたままラベルフリーで分析/分取す
るという利点を活かすことで、低コストの血球検査、
あるいは再生医学を含む幅広い分野のライフサイエン
ス研究に応用できると考えられる。
　再生医学研究への展開を見据えた検討の一例として、

iPS細胞から機能性細胞への分化誘導プロセスのモニタ
リングが挙げられる。iPS細胞、iPS細胞由来の幹細胞、
および分化した機能性細胞を個別に測定したスキャッ
タグラムを重畳したところ（図5）、三者が明瞭に区別
できることが示された。移植細胞に未分化のiPS細胞が
混入していると良性腫瘍を形成する可能性がある。こ
の結果は、DSCMが将来的には移植細胞の品質検査、
あるいは分取速度の大幅向上を前提とはするが、移植
前の未分化細胞の除去に応用できる可能性を示唆する
ものと考えられる。
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インフルエンザウイルス感染感受性診断、
ワクチン接種必要性診断タンパクチップの開発
　　　　　木戸　博（徳島大学疾患酵素学研究センター・教授）

 

タンパクチップ、抗体価測定、ウイルス感染感受性測定、インフルエンザ

チームリーダー

■参画機関：なし
■開発期間：平成21～24年度 　

ウイルス感染感受性およびワクチン接種必要性診断技術の開発開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

■開発の背景／経緯

　新型インフルエンザ、高病原性鳥インフルエンザは世界
に広がりを見せ、パンデミックの脅威が高まっている今日、
世界はその対策を急がなくてははらない。我が国の現状の
生産体制では、全ての国民に行き渡るワクチンの生産は困
難で、ワクチン接種の必要性の判定方法とその判断基準の
作成が切望されている。本プロジェクトで開発する「感染
リスク診断アレイ」は、個人のウイルス感染感受性を鼻腔
の抗ウイルスIgA抗体量から判定すると共に、血液中の抗
ウイルスIgG抗体量の測定から重症化リスクを評価して、
総合的に感染リスクを判定するハイスループットアレイで
ある。この感染リスク診断アレイは、限られた量のインフ
ルエンザワクチンをリスクの高い人に優先的に投与する技

術を提供して社会を感染から防御するだけでなく、個人の
感染感受性を評価するデバイスとして有用である。また小
児期にワクチン接種したものの、大人になって麻疹、風疹、
百日咳、おたふく風邪などへ再感染する人口が増加してい
ることから、これらの抗ウイルス抗体価をインフルエンザ
抗体価と共に同時測定できる利便性の高いアレイを開発し
た。この要素技術の基盤技術はほぼ完成しており、鼻汁と
血液からインフルエンザ、麻疹、風疹、百日咳、おたふく
風邪の抗体価を微量の検体（数マイクロリッター）で定量
が可能となった。今後、このタンパクチップの全自動測定
装置への開発を進める必要がある。本研究は、国民に「安
全と安心」を提供するだけでなく、「高い医療経済効果」
を提供するものと期待される。

　感染予防対策において、社会を感染から守るには感染リスクの高い人を予め診断して優先的にワクチン接種する必要

がある。ウイルスが最初に感染する鼻腔や気道の抗ウイルスlgA抗体量が、個人の感染感受性を判定する最も良い指標

であることをコホート研究から初めて明らかにした。本開発では、鼻汁と血液の極微量検体で感染リスクを迅速に診断

し、ワクチン接種の必要度を診断するハイスループット汎用型アレイを開発する。

タ イ プ

開発成果

10

得られた開発成果の概要
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1. 特許第4660756号　発明者：木戸博、多田仁美他、　出願日：2005年3月25日、
  「ダイヤモンドチップへの蛋白質/ペプチドの固定化方法」　
2. 特許出願番号　2008-223385 発明者：木戸博、寺島薫　出願日：2008年9月1日、
  「インフルエンザ罹患リスクの予測方法」

【発表論文等】
1. Takako Sawabuchi, Satoshi Suzuki, Kazuhiro Iwase, Chika Ito, Dai Mizuno, Hajime Togari, Isamu Watanabe, Sadiqur R. Talukder,

　Junji Chida and Hiroshi Kido. Boost of mucosal secretory immunoglobulin A response by clarithromycin in paediatric influenza. 

　Respirology 14(89, 1173-1179 (2009)

 

 

ワクチン接種の必要度を迅速・簡単に判断し、医療経済に貢献

●インフルエンザの感染リスクを、鼻汁中の抗インフ
　ルエンザIgA抗体の量から、重症化リスクを血液中
　のIgG抗体量から、定量的に評価できるようになっ
　た。
●毎年違う型のインフルエンザウイルスが流行するが、
　鼻汁と血液中の抗体と流行株との交叉免疫性を評価
　することで、感染予防効果を予測できるようになっ
　た。
●微量の検体（数マイクロリッター）で、上記の抗体

　価の測定が可能になった。過去１０年間に流行した
　インフルエンザウイルス株、麻疹、風疹、百日咳、
　おたふく風邪に対する抗体価を一度に測定できるハ
　イスループット化が可能となった。
●これまでは、インフルエンザワクチン接種後に、ど
　のくらい抗体価が誘導されたかを評価することは稀
　であったが、この測定方法により抗体誘導を容易に
　評価できるようになった。
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組織切片の形態観察、生体分子の分布とその
同定を可能にする顕微質量分析装置

質量分析イメージング、顕微鏡、脳、タンパク質、脂質

　　　　　小河　潔   （（株）島津製作所　基盤技術研究所先進技術開発室・室長）チームリーダー

瀬藤光利   （浜松医科大学分子解剖学部門・教授）サブリーダー

■参画機関：浜松医科大学、慶應義塾大学
■開発期間：機器開発タイプ：平成１６～２０年度、ソフトウェア開発タイプ：平成２１～２３年度、実証・実用化タイプ：平成２１～２３年度

顕微質量分析装置の実用化開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

　質量分析と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」を開発し、実用化を進めている。こ
の装置は、試料切片を高解像度で形態観察するとともに、未知の物質分布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。脂質、糖鎖、薬物や、未知の物質等を単一細胞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。

タ イ プ

■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分布を発見すると同時
に構造解析できるという、既存の装置にない計測・分析・解
析が可能となった。

■開発の成果
大気圧下で、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世
界最高水準の高い空間分解能で観察できる顕微質量分析法の

図1　顕微質量分析装置  Harada, T. et al. Anal. Chem. 2009, 81 (21), pp 9153–9157

開発成果

11

得られた開発成果の概要
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

国際特許33件を含む56件。主要特許は以下の通り。
1. 日本国特許4766549、「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
2. 日本国特許4863692「イメージ質量分析装置」、出願人：大学共同利用機関法人自然科学研究機構、（株）島津製作所
3. 日本国特許4998473、「質量分析装置」、出願人：（株）島津製作所
4. 日本国特許05141816、「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

【発表論文等】

以下の論文等英文原著54件を含む81件。関連教科書1件。
1. Yao, I. et al. Proteomics, 2008, 8, 3692–3701
2. Taira, S. et al. Anal. Chem., 2008. 80 (12), pp 4761–4766
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図2　イメージング質量顕微鏡
      （製品名「iMScope」）外観

 

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

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
　これまでに、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
在では多くの医学・臨床研究分野の研究者に使われ
始めている。

　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電子素子の欠陥分
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。

開発に成功した。
　さらに、レーザー照射により組織切片から生成する特定の
分子のイオンを、イオントラップを用いて選択し、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。
　開発した装置は、これまで真空下で行っていたレーザーイ
オン化を大気圧下で行えるようにに改良し、“生のまま試料
を観察する”ことを可能にした（図1）。
　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や、より簡便
なマトリクス蒸着方法の開発、データ処理およびイメージン
グ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空間分解能の質量分
析イメージングが可能となった。。図2は、ヒトの大腸ガン

を免疫不全マウスに移植した病態モデルの組織切片に本装置
を適用した例で、疾病部での代謝物の蓄積の違いを明確にし
た。これらの成果をもとに、2013年に質量顕微鏡として商
品化に成功した。（図2）
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眼球の三次元デジタルコピー
 ― 高速三次元光断層診断 ―

生体計測、断層映像、眼科計測、内視鏡

　　　　　加藤千比呂（(株)トーメーコーポレーション　新規開発部・部長）チームリーダー

 　　　　　安野　嘉晃（筑波大学大学院数理物質科学研究科・助教）サブリーダー

■参画機関：筑波大学
■開発期間：機器開発タイプ：平成16～19年度、プロトタイプ実証・実用化タイプ：平成20～23年度　

光断層装置「フーリエ光レーダー」高機能臨床型の開発開発課題名

プロトタイプ実証・実用化タイプ

課題概要

32

■開発の背景／経緯

　平成16年-平成19年度に機器開発プログラムの一環とし
て高速フーリエ光レーダー（光干渉断層計: OCT）の開発
が行われた。このプログラムでは消化器分野・循環器分野
での技術としてOCTの開発を行ってきたが、同時に、本技
術が前眼部の診断にきわめて有用であることが確認された。
　しかし、本技術の前眼部眼科分野での実用化のためには、
医療サイドと密に協力しての臨床研究による知見の収集、
装置の高精度化、高機能化、各種診断プログラムの開発な
ど非常に多くの、かつ、多岐に渡る課題が残されているこ
とも確認された。

■開発の成果

　そこで、本プロトタイプ実証・実用化プログラムでは前
眼部診断機器分野で多くの経験を持つトーメーコーポレー
ションおよびOCT開発の経験の深い筑波大学が開発グルー
プを組織し、さらに、東京医科大学眼科、筑波大学眼科、
大阪大学眼科の臨床サイトと密に協力することにより、前
眼部OCTの早期実用化を目指すこととなった。

　本プロジェクトで開発された技術を元にした高速三次元
前眼部診断装置 CASIA がトーメーコーポレーションより
上梓された。この装置はわずか 0.3～2.4秒でヒト前眼部
の三次元トモグラフィーを取得することが可能である。こ

三次元前眼部診断装置CASIA（左）とCASIAによって撮影されたヒト前眼部の三次元断層（右）。

　前眼部疾患の診断のために非破壊・非侵襲にヒトの眼球の三次元断層を取得する装置を開発する。この装置は
前眼部光干渉断層計 (CAS-OCT) と呼ばれる装置であり、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、非接触でかつ高速に眼球の三次元トモグラフィーを取得することが
可能である。本課題では、CAS-OCTの原理に加え、前眼部診断のための高精度化を行い、同時に各種疾患の診
断プログラムの開発を行い、「医療機器」としてのCAS-OCTの開発を行う。

タ イ プ

開発成果

12

得られた開発成果の概要
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れにより、診断に携わる医師は患者との対面撮影が終了し
た後でも患眼前眼部の三次元情報を取り出し、任意の方向
からの断層観察が可能になる。また、前眼部形状解析、ト
ポメトリック角膜解析等の高度な診断補助プログラムを備
えており、これにより、撮影データを元に緑内障、円錐角
膜などの失明につながる疾患の危険度・進行度を定量的な
数値として把握することが可能である。

 さらに、CASIAの技術をベースにした多機能前眼部OCT
の開発が進んでいる。この次世代OCTのは偏光OCTと呼ば
れ、病変部の組織特性と強く結びついた「複屈折」の断層
可視化が可能である。これにより、例えば、緑内障手術の
術後評価を行い、その後の治療方針の決定を正確に行うこ
とができることが期待される。

 
偏光OCTによって撮影された緑内障手術痕。矢印の部分に手術によって意図的に作られた水隙が見える。そ
の左の赤い楕円で囲まれた部分に緑色で表された部位が見える。これは組織が線維化を初めていることを示唆
しており、この状態が進行すると再手術が必要になる場合がある。

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).

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、既に医療現場で活躍

（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、
　　　世界的な規模で市場に受け入れられ、緑内障、
　　　円錐角膜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をさらに発展
　　　させ、人体の偏光特性を三次元的に可視化する
　　　偏光OCT装置の開発が進んでいる。
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四重極電磁石による電磁スピニング法を用いた
粘弾性計測の要素技術開発

　流体を工業的に扱う際に、粘弾性特性が重要な物性値になる。この計測には、数十年前に開発された計測方式が今で
も使用されている。本開発は、新たな方法論をもとに、非接触かつ少量の試料で粘弾性を計測可能な装置の開発を目指
す。この開発により、新規材料開発、希少価値の高い医療分野などへの応用が可能になるとともに、簡便に測定ができる
ことにより、計測機会を増大させることが期待される。

粘弾性計測、四重極電磁石、電磁スピニング法

　　　　　石原進介（京都電子工業(株)開発推進部・テクニカルエクスパート）チームリーダー

（東京大学生産技術研究所・教授）　　　　　酒井啓司サブリーダー

図2　検量線測定結果　図1　ＱＥＭＳの外観写真

■参 画 機 関：東京大学生産技術研究所
■開 発 期 間：要素技術タイプ:平成21～23年度、実証・実用化タイプ:平成24～27年度（予定）

革新的粘弾性計測法「EMS 法（Electro Magnetically Spinning）」の実用化開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課 題 概 要
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開発成果

13

　近年、粘弾性計測技術における技術革新は停滞しており、
従来法では測定前の装置調整や測定後の洗浄等、測定に関わ
る一連の操作に測定者の熟練度が要求されている。また、試
料を開放系でしか測定できない等の課題もある。本開発で実
現しようとしている電磁スピニング法の粘弾性計測装置では、
こうした課題の解決策を提供することができる。具体的には、
測定者は試料を密閉容器に入れて装置にセットするだけで測
定でき、測定後も試料容器ごと使い捨てが可能等、革新的な
特長がある。これらの特長により、様々な分野で粘弾性計測
を行う機会の拡大に繋がると考えられる。
　東京大学の酒井啓司教授によって考案された電磁スピニン
グ法は、次のような測定原理の粘弾性計測手法である。小型
試料容器に金属球、試料を入れ、回転磁場を印加する。これ

により球内に誘起された誘導電流と磁場の間のローレンツ相
互作用によってトルクが発生し球が回転する。外部磁場と球
の回転速度を測定・解析することにより粘弾性計測が可能と
なる。これらを実現するために、要素技術開発を行い、以下
のような成果が得られている。
①電磁スピニング法のキーデバイスとなる電流制御型磁場生
成機構の実現
　四重極電磁石方式（ＱＥＭＳ）を開発することにより、電
気的に制御可能な時間変動磁場の生成技術の構築に成功した。
今回試作したＱＥＭＳの外観写真を図1に示す。ＱＥＭＳに
より、可動部のない装置にすることができ、装置の信頼性を
向上させた。さらに磁場強度のフィードバック制御を用いた
駆動回路により各種外乱の影響を受けない安定強磁場を実現

得られた開発成果の概要
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特許願2010-032375、「粘度測定方法および粘度測定装置」、出願人：京都電子工業（株）

2. 特許願2010-032376、「粘度測定装置」、出願人：京都電子工業

2. 保田正範、倉内奈美、中村美希、平野太一、酒井啓司、”球回転型（EMS）粘度計の各種レオロジー材料計測への応用”、
日本レオロジー学会誌、Vol.39,Nos.1-2，pp.29-35 (2011)

（株）

【発表論文等】

1. K. Sakai, T. Hirano, and M. Hosoda, “Electromagnetically Spinning Sphere Viscometer”, Appl. Phys. Express, Vol. 3, pp. 016602 1−3 
(2010)

し、定量性の高い計測を可能とした。また粘弾性計測装置の
実用化には必須の要素となる測定試料の高精度な温度制御機
構を含めたセンシング部の開発を行った。
②ＱＥＭＳ回転磁場による粘度測定の原理検証
　粘度既知の各種ニュートン流体標準試料に対して、外部磁
場の回転速度ΩBを変化させ、球の回転速度ΩSを測定した。
粘度と（ΩB－ΩS）／ΩSの関係を両対数目盛でグラフ化す
ると図2が得られる。すなわち、球の回転速度ΩSを測定す
ることにより、試料粘度を算出することが可能となる。
　また、ＱＥＭＳでは、時間的に任意にベクトル磁場の大き
さと向きを制御することが可能となったことから、従来は徐
々に周波数を変化させながら測定を行なっていた粘弾性スペ

クトルについて、パルス応答計測などによりごく短時間のう
ちに粘弾性スペクトルの全体を計測しうる多周波同時測定を
試みた。デバイ型の粘弾性緩和を示す界面活性剤（CTAB）
水溶液を試料とし、パルス状のトルクを印加した後の金属球
の回転を計測し、その過渡応答から粘弾性スペクトルを求め
た(図3)。得られた過渡応答波形は流動を示すダッシュポッ
トにマックスウエル型の粘弾性緩和を示すばねダッシュポッ
ト並列系を、直列につないだ力学モデル(図4)の挙動とよく
一致した。これにより緩和部分の緩和強度並びに周波数と、
古典粘性部分の大きさを一度の測定で決定することが可能で
あることを示した。

図4　ばね－ダッシュポットモデル図3　球回転速度の過渡応答

　新しい

新たな粘弾性計測手法により、材料研究開発の現場で少量試料による計測が可能に

方式の粘弾性計測手法を実現する上で必須の
要素技術開発を成功させることにより、将来的に革新的
な粘弾性計測装置の実現に繋がる。ＱＥＭＳでは、従来法
と比較して次のような優位性がある。
　ＱＥＭＳ方式を社会に広めていくことにより、流体物
性計測の現場に革新をもたらすことが可能となる。現在、
研究開発を行っている技術者に労働集約的な作業を強い
ている従来法に対して、本方式のような簡便な装置を提

案するインパクトは非常に大きいと期待される。最先端の
材料研究開発の現場において、流動特性をより積極的に
評価する機会を飛躍的に増大させることが可能となる。
また医療分野における生体試料の流動特性に関する疫学
データ取得、新規合成材料における物性評価の迅速化、
工業製品の品質管理精度の向上など、基盤技術として幅
広い社会貢献につながるものと信ずる。

表1　ＱＥＭＳと従来法との比較

  方式 測定操作・時間 装置可動部 密閉測定 治具洗浄 試料量

  QEMS  簡単操作、短時間 なし 可 使い捨て可、 数100μL 
   で測定可 装置の信頼性向上 揮発性試料測定可 洗浄不要 合成材料・生体試料も測定可

  従来法 装置調整作業に あり 不可 洗浄要 数10ｍL
  手間を要す 可動部の故障・破損
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　磁気力顕微鏡（MFM）は、探針に強磁性体を用いて、磁場
により発生する磁気力を検出するタイプの非接触原子間力顕
微鏡(NC-AFM)であり、直流磁場の場合には10nm程度の
高い空間分解能が得られるので、高密度磁気記録媒体やナノ
サイズ磁性体等の微細磁区観察に広く用いられている。しかし
ながら、交流磁場の場合には、探針の共振周波数以外の周波
数では計測が困難であり、広い周波数範囲での計測が望まれ
ていた。本課題では、新たに見いだした、探針に交流磁場を印
加することで探針振動に発生する周波数変調現象を用いて、
直流近傍から数MHzまでの広い周波数範囲で、大気中にお
いても交流磁場イメージングが可能な高周波磁場検出・磁気
力顕微鏡を開発した。本装置は、汎用のNC-AFMに、周波数
復調器、ロックインアンプおよび交流磁場印加機構、等を追加
することにより実現できる。その特長は以下である。
●交流磁場の強度のみならず、交流磁場発生源に対する位相
も計測できる。位相計測により、従来は困難であった磁場の
極性（上向き・下向き）も、磁場強度と同時に画像化できる。
●数kHz以下の低周波領域では、磁場計測時に、探針の試料
表面からの高さ制御を磁場計測と独立に高精度で行うこと
ができるので、従来は困難であった試料表面近傍での磁場
計測を高い空間分解能で行うことができる。この特長を用
いることで、磁気記録ヘッドの交流磁場計測で、8nm程度
（最小検出波長の半値で評価）の世界最高レベルの高い空

高周波磁場検出・磁気力顕微鏡の開発

　高密度磁気記録媒体などの微細磁化状態の評価に現在広く用いられている磁気力顕微鏡をベースとして、新たに見
出した交流磁場印加により磁性探針に発生する探針振動の周波数変調現象を利用したナノスケール高周波磁場検出・
磁気力顕微鏡を開発する。目標スペックは空間分解能が10nm、最大検出周波数が数MHzである。開発する顕微鏡
は高密度化・高周波化が進む次世代高度情報デバイスなどの研究開発に有用なツールとなる。

　　　　　

ベクトル磁場検出、高分解能、近接場磁気力顕微鏡

準齊藤　 （秋田大学工学資源学研究科・教授）チームリーダー

蓮村   聡（(株）日立ハイテクサイエンス　分析技術部 技術２Ｇ・プローブ顕微鏡担当）サブリーダー

図１　磁気記録ヘッド（磁場周波数：100 Hz）の (a)表面凹凸
像、(b) ３次元交流磁場像 (c) 交流磁場像（磁場発生電源との同
期像）、(d) 交流磁場像の断面プロファイル。

■参画機関：（株）日立ハイテクサイエンス、秋田県産業技術センター、日東光器（株）
■開発期間：要素技術タイプ:平成20～22年度、機器開発タイプ:平成23～26年度(予定)

ベクトル磁場検出・高分解能・近接場磁気力顕微鏡の開発開発課題名

機器開発タイプ

課題概要

32

タ イ プ

開発成果
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得られた開発成果の概要

間分解能を実現した。図１にこの場合の観察像を示す。磁場
周波数は100Hzである。図(a)は表面凹凸像であり、図
(b)は交流磁場の３次元像、図(c)は交流磁場像、図(d)は
図(c)における断面プロファイルである、ここでは、交流磁
場像として磁場発生電源との同期像を示している。磁場を
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発生する主磁極付近で強い磁場が観察されており明瞭に磁
場分布が観察できる。

●数kHz ～数MHzの高周波領域では、周波数変調により発
生する振動スペクトルの側帯波の一つを、探針の共振周波
数に一致させることにより、交流磁場を高感度に計測でき

図2　磁気記録ヘッド（磁場周波数：100 kHz）の (a)表面凹凸像、(b)交流磁場振幅像 (c) 交流磁場位相像。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1. 齊藤準、PCT/JP2009/052338、「表面状態計測装置及び該計装置を用いた表面状態計測方法」

 
2. 齊藤準、米国特許 登録番号 US 8490209、「Surface state measuring device, and surface state measuring method using the device」
3. 齊藤準、吉村哲、特願2010-196271、「磁気ヘッド素子評価装置及び磁気ヘッド素子評価方法」
4. 齊藤準、吉村哲、特許第4769918号、「磁場観察装置及び磁場観察方法」
5. 齊藤準、吉村哲、、米国特許出願番号 US 13/819,486、欧州特許出願番号 EPC 11821984.9、「Magnetic Field Observation Device and Magnetic Field Observation Method」
6.齊藤準、吉村哲、PCT/JP2012/074599、「磁気プロファイル測定装置および磁気プロファイル測定方法」
7.齊藤準、吉村哲、PCT/JP2012/074600、「磁気プロファイル測定装置および磁気プロファイル測定方法」

【発表論文等】
1. W. Lu, Z. Li, K. Hatakeyama, G. Egawa, S. Yoshimura, and H. Saito, “High resolution magnetic imaging of perpendicular magnetic recording head using frequency-modulated magnetic force
     microscopy with a hard magnetic tip”, Applied Physics Letter, 96 (2010) 143104  
2. H. Saito, W. Lu, K. Hatakeyama, G. Egawa, and S. Yoshimura, “High frequency magnetic field imaging by frequency modulated  magnetic force microscopy”, J. Appl. Phys., 107 (2010) 09D309

3. W. Lu, K. Hatakeyama, G. Egawa, S. Yoshimura, and H. Saito, “Characterization of magnetic field distribution in a trailing-edge shielded head by frequecy-modulated magnetic force microscopy”,
     IEEE Trans. Mag., 46 (2010) 1479

4. Z. Li, K. Hatakeyama, G. Egawa, S. Yoshimura, and H. Saito, “Stroboscopic imaging of an alternating magnetic field from a perpendicularmagnetic recording head by frequency-modulated 
    magnetic force microscopy”, Applied Physics Letter, 100 (2012) 222405

新たな磁気イメージング技術により、磁気デバイス・磁性材料の研究開発を効率化

　開発した高周波磁場検出・磁気力顕微鏡は、磁気力顕
微鏡を包含する非接触原子間力顕微鏡(NC-AFM)にお
いて、初めて探針の共振周波数以外の広い周波数領域
で、交番力の計測を高い空間分解能で実現したものであ
る。
●従来の磁気力顕微鏡と比較すると、これまで困難であ

った、１）直流近傍から数MHzまでの広い周波数範囲
での交流磁場計測、２）磁場の極性（方向）計測、３）
試料表面近傍での磁場計測が可能であり、高密度磁気
情報デバイスに対して広範な応用が期待できる。

●本手法では、試料表面に垂直な磁気モーメントを有す
る高保磁力の磁性探針を用いることで垂直磁場の計測
を行うが、この保磁力が垂直磁場の計測に十分かどう

かが、振動スペクトルの計測により評価できるので、デ
ータの質の保証を容易に行うことができる。実験では
FePt高保磁力探針（SI-MF40-Hc、日東光器（株）と
共同開発）を用いて、明瞭な垂直磁場像を得た。

●磁気記録ヘッドの研究開発現場では、これまで計算機
シミュレーションによる設計のみで、磁場分布を直接計
測する手段が皆無であった。本装置は、磁気記録ヘッド
の高周波磁場の高分解能観察を可能にしたものであ
り、磁気記録ヘッドの研究開発に極めて有効となる。

●本装置は、既存のNC-AFMに対しても、周波数復調
器、ロックインアンプおよび交流磁場印加機構、等を追
加することにより、大気中で実現できるため、機能追加
が容易であり広い汎用性を有する。

る。図２に100kHzでの交流磁場の振幅像(b)と位相像(c)
を示す。位相像は明暗の２値画像であり、明暗間の位相差
は180度であり、磁場の向きが反転していることが明瞭に
観察できる。探針の励振周波数を走査することにより、交流
磁場成分の周波数分光も可能である。
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広光波長帯域、高感度、高信頼性撮像素子

チームリーダー

■参画機関：（株）島津製作所、ラピスセミコンダクタ宮城（株）
■開発期間：平成２３～２５年度

広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子の開発開発課題名

要素技術タイプ

課題概要

タ イ プ

　原子レベルで表面が平坦化されたシリコンを用い、広光波長帯域・高感度・高信頼性光センサおよび撮像素子

の開発を行う。具体的には、波長２００～１１００ｎｍの広光波長帯域で、非冷却で１光子レベルを検出可能な

高い感度と、紫外光照射に対する感度劣化と暗電流増加が抑制された高い信頼性を有する光センサおよび撮像素

子の開発を目指す。これは、各種分光分析機器の検出部の高精度化・長寿命化、また紫外光を用いた高速撮像へ

の応用が可能となる

開発成果

15

■開発の背景／経緯

　紫外から可視光域に感度を持つ撮像素子は、物質の光吸
収や原子発光スペクトルを測定する各種分光分析装置や、
ラジカルからの発光を観測する燃焼・プラズマ診断装置、
火炎検知装置などに利用されている。また、波長の短い紫
外光が回折しにくい性質や微小物体に強く散乱される性質
を持つことから、欠陥検査装置などへも利用されている。
これらの装置が活躍する分野は、生化学、医療、環境、素
材、エネルギー、輸送機、セキュリティ、半導体・LCD、
宇宙探査など多岐に渡る。
　上記の装置群で利用される撮像素子には、広い波長範囲
で高い感度を有し、かつ長期にわたって特性が安定してい
ることが求められる。これらの装置では、撮像素子の特定
の画素領域に常時紫外光が照射される場合や、偶発的に強
い紫外光に曝されることを避けられない場合が多い。一般
に紫外光は光子のエネルギーが高いため、撮像素子を構成
するSi－SiO2膜界面を変質させ、撮像素子の感度や暗電流
などの特性を変化させてしまう、いわゆる「焼付き現象」
を引き起こす性質を持っている。紫外光照射によるこのよ
うな特性劣化を抑え、撮像素子の信頼性を向上することで、
装置の分析、診断、検査の精度を長期間保つことができる。

■開発の成果

　紫外光照射による撮像素子の特性劣化を抑えるためには、
撮像素子の光電変換部（フォトダイオード）をSiの内部に
埋め込み、劣化の原因箇所であるSi－SiO₂膜界面から分離
すればよい。しかし埋め込みが深すぎると、入射した紫外
光の大部分がフォトダイオードに到達する前にSiに吸収さ
れてしまい、紫外光に対する感度がそもそも低くなってし
まう。
　本開発技術の撮像素子は、原子レベルに平坦化したSi表
面に、薄く均一な高濃度不純物層を形成し、フォトダイ
オードを最適な深さに埋め込むことにより、高い紫外光感
度を実現しつつ、紫外光照射に対する特性劣化を抑えるも
のである。さらに、フォトダイオード上に高透過率積層膜
を積層して光の反射と吸収を抑制し、感度を向上させる。
これらにより、200～1100nmの広光波長帯域における
高感度化と信頼性の向上を達成する。開発したフォトダイ
オード構造と紫外光照射耐性評価結果を、図1に示す。
本構造では、原子レベルで平坦化したSi表面に、制御され
た濃度プロファイルを有する高濃度不純物層を作りんでい
る。また、フォダイオード上には開発した紫外光帯域まで
消衰係数の小さいSiN膜とSiO₂膜からなる高透過率積層膜
を搭載している。図2には、開発したフォトダイオードの

得られた開発成果の概要
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図１　開発したフォトダイオードの断面構造

図３　開発したフォトダイオードを画素内に有する
         二次元撮像素子を用いた撮像例

図 2　開発したフォトダイオードの量子効率と暗電流の紫外光照射耐性

率と暗電流の紫外光照射耐性の測定結果例を示す。ここで
は、光波長260nmで感度が最大となるように積層膜の構
成を調整した。量子効率が光波長260nmの紫外光帯域で
80%と高く、また、強い紫外光を長時間照射したとしても
量子効率と暗電流に劣化が起きない高い信頼性が得られて
いる。さらに、開発したフォトダイオード技術を各種撮像
素子に導入するためのプロセス技術を開発した。図3には、

広光波長帯域・高感度・高信頼性フォトダイオードを画素
内に搭載した二次元撮像素子による撮像結果を示す。ここ
では、白紙に紫外光吸収剤で描いた絵を含む各種撮像対象
に、可視光源ないしは紫外光源を照射し撮像を行っている。
可視光では確認できない白紙の絵が紫外光を用いて撮像し
た際には明瞭に確認でき、撮像素子レベルで紫外光帯域高
感度化の効果が示されている。
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科学計測を革新する広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子技術

　本開発の撮像素子技術は、生化学、医療、環境、素
材、エネルギー、輸送機、セキュリティ、半導体・
LCD、宇宙探査等の多岐に渡る分野で用いられる各種
分光分析装置、撮像装置、火炎検知器、欠陥検査装置
の紫外光感度を大幅に向上させることが期待される。

また、強い紫外光が照射された際に起こる撮像素子の
感度と暗電流の劣化を抑制させることができる。これ
により、装置の広光波長帯域の感度を向上しつつ、分
析、診断、検査の精度を長期間保つことができる。
おいても観測されました。

Si基板(p型 or n型)

SiO2 200nm
SiO2

AL 
(表面電極)

入射光

AL (裏面電極)

AL 
(遮光膜)

表面高濃度層(p+ or n+)

原子レベル平坦化
Si-SiO2界面

光電荷蓄積層(n or p)

高透過率積層膜

 

図１ 開発したフォトダイオードの断面構造 

 

UV光照射時間 [min]

量
子
効
率

[%
]

103min照射後の代表的なUV光の積算光量

254,       303,        313,         365,  nm
1.2x102 , 2.6x102 , 5.3x102 , 1.1x103 , J/cm2

UV光照射時間 [min]

[A
/c

m
2 ]

光波長260nm

 

図１ 開発したフォトダイオードの量子効率と暗電流の紫外光照射耐性 

 

照
射
光
源
の

分
光
分
布

撮
像
結
果

200 300 400 500 600 700 800
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]
200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]

殺菌灯を照射し，

紫外光透過フィル
ターを設置

254 nm

D65 光源

 

図３ 開発したフォトダイオードを画素内に有する二次元撮像素子を用いた撮像例 

 

Si基板(p型 or n型)

SiO2 200nm
SiO2

AL 
(表面電極)

入射光

AL (裏面電極)

AL 
(遮光膜)

表面高濃度層(p+ or n+)

原子レベル平坦化
Si-SiO2界面

光電荷蓄積層(n or p)

高透過率積層膜

 

図１ 開発したフォトダイオードの断面構造 

 

UV光照射時間 [min]

量
子
効
率

[%
]

103min照射後の代表的なUV光の積算光量

254,       303,        313,         365,  nm
1.2x102 , 2.6x102 , 5.3x102 , 1.1x103 , J/cm2

UV光照射時間 [min]

[A
/c

m
2 ]

光波長260nm

 

図１ 開発したフォトダイオードの量子効率と暗電流の紫外光照射耐性 

 

照
射
光
源
の

分
光
分
布

撮
像
結
果

200 300 400 500 600 700 800
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]
200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]

殺菌灯を照射し，

紫外光透過フィル
ターを設置

254 nm

D65 光源

 

図３ 開発したフォトダイオードを画素内に有する二次元撮像素子を用いた撮像例 

 

Si基板(p型 or n型)

SiO2 200nm
SiO2

AL 
(表面電極)

入射光

AL (裏面電極)

AL 
(遮光膜)

表面高濃度層(p+ or n+)

原子レベル平坦化
Si-SiO2界面

光電荷蓄積層(n or p)

高透過率積層膜

 

図１ 開発したフォトダイオードの断面構造 

 

UV光照射時間 [min]

量
子
効
率

[%
]

103min照射後の代表的なUV光の積算光量

254,       303,        313,         365,  nm
1.2x102 , 2.6x102 , 5.3x102 , 1.1x103 , J/cm2

UV光照射時間 [min]

[A
/c

m
2 ]

光波長260nm

 

図１ 開発したフォトダイオードの量子効率と暗電流の紫外光照射耐性 

 

照
射
光
源
の

分
光
分
布

撮
像
結
果

200 300 400 500 600 700 800
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]
200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

Re
la

tiv
e 

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 

Wavelength [nm]

殺菌灯を照射し，

紫外光透過フィル
ターを設置

254 nm

D65 光源

 

図３ 開発したフォトダイオードを画素内に有する二次元撮像素子を用いた撮像例 
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高スペクトル純度で広帯域に連続波長掃引可能な
小型半導体レーザ光源
　　　　　

共鳴ラマン散乱計測、コヒーレント分光、ミキシング用光源、外部共振器型半導体レーザ、ASE-Free

野田一房（(株)雄島試作研究所・代表取締役）チームリーダー

音　賢一（千葉大学大学院理学研究科・教授）サブリーダー

■参画機関：千葉大学、スペクトラ・クエスト・ラボ㈱
■開発期間：要素技術タイプ:平成２１～２３年度、実証・実用化タイプ:平成２３～２５年度

小型光ファイバー接続型広帯域波長可変レーザ装置の実用化開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

タ イ プ

　キャリーバッグ程度の小型でありながら、チタン・サファイアレーザーを代替する、高出力・広帯域波長可変レ
ーザ計測装置の実用化開発を目指す。光源には、曲り導波路チップを用いたLittman型配置で、ハーフミラーを用
いて出力をとりだす新機構の外部共振器型半導体レーザーを用いる。コンピューター制御下に高速スキャニングと
連続波長チューニングを可能とし、光ファイバー出力とすることで、小型でありながら使いやすい最先端レーザ分
光計測装置を提供する。

品を凌駕する、広帯域連続波長同調を実現した。
また、モードホップフリー同調が可能な外部共振器配置と
してはLittman型配置があるが、この配置ではレーザチッ
プからの自然放射(ASE)が出力ビームに重畳するため、　 
高感度・高精度な分光測定の障害となっていた。本開発で
は転置Littman配置の考案によりASE-Freeで高スペクト
ル純度な連続波長同調半導体レーザを実現した。図１に各
発振波長で測定した発振スペクトルを示す。ASEは±1nm
の近傍を除いて完全に出力ビームから完全(<-80dB)に除
去されている。
　更に、精緻な設計と精密機械加工技術、高精度アクチュ
エータ技術により、100nm（30THz）にも及ぶ、モード
ホップフリー同調領域を13MHzの分解能でステップモー
ターにより設定可能な高精度波長制御機構を搭載した。波
長可変レーザの制御はLabVIEWベースの専用制御ソフトに
よりコンピュータで制御され、様々な分光計測にフレキシ
ブルに対応できる様に設計されている。また、LabVIEWを
お持ちでないユーザは連続掃引やステップ掃引などの基本
機能を搭載したランタイムエンジンを用いて制御できる。
　図2 に開発した1040nm帯プロトレーザの外観と暫定
的な仕様を示す。950nm帯、860nm帯において類似の
性能の波長可変レーザの開発を進めており、平成26年度よ
り順次、販売を開始したいと考えている。
　

■開発の背景／経緯

　共鳴ラマン散乱やPLE測定によるカーボンナノチューブ
や半導体量子ドットなどの単一量子計測、そのコヒーレン
ト制御には高スペクトル純度で広帯域に連続波長掃引可能
なレーザ光源が必要である。こうした光源としてはチタン
サファイアレーザと外部共振器型半導体レーザがあるが、
前者は大型・高価で使い勝手が悪く、連続波長掃引が苦手
である。一方、後者は小型・簡便で連続波長掃引が可能で
あるが、出力や波長可変域が小さく、出力ビームに強い自
然発光（ASE: Amplified Spontaneous Emission）が重
畳するため分光計測への応用は制限されている。
　本開発では千葉大学の先端分光計測への具体的ニーズに
向けて、オプトエナジー㈱の高出力半導体レーザ技術、雄
島試作研究所㈱の精密機械加工技術を結集して、高出力
( M a x . > 1 0 0 m W ) で 高 ペ ク ト ル 純 度 ( < - 8 0 d B 
@0.01nm)、広帯域(>100nm)に連続波長掃引可能な1μ
ｍ帯波長可変半導体レーザの開発を開発した。

■開発の成果

　外部共振器型半導体レーザでは一方の端面に無反射コー
ティングを施したレーザチップを用いられていたが、端面
での残留反射から生じる様々な制約のため、「連続波長同
調」と高出力化・広帯域化の間には強いトレードオフの関
係があった。本開発では曲がり導波路構造の採用により
レーザチップ端面での残留反射を極限まで低減し、現行製

開発成果
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材料計測のための機器

上記成果の科学技術的根拠

 

【発表論文等】

【特許出願】

1. ”ASE-Free Contnuously Tunable Diode Laser with a Novel Configuration”, K.Muro, T.Endo, A.Terayama, Y. Wakabayashi, K. Kitahara, 
     Y. Shimada, and D. Fukuoka Proc. of Intern. Conf. of Laser and Electro-Optics, 　CTu3N3, March 8,　2012 (San Jose, USA)

1. PCT/JP2010/73841,平成22年 12月 30日（出願）　「ASE-Freeな外部共振器配置」出願人：　千葉大学　発明者：　室　清文、　
   島田泰孝、遠藤智久、福岡大輔
   出願番号：　特願2012-208354号　平成24年 9月 21日（出願）「モードホップフリー波長可変レーザの群速度分散補正機構」
   出願人：　千葉大学、発明者：　室　清文、　遠藤智久、若林佑二、北原憲

図１ 各発振波長でのASE Freeスペクトル 図2　開発したプロトレーザシステムの外観

図3　1040nm帯レーザの暫定仕様
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PC 制御方式  LabVIEW  

 

新しい分光計測のプラットフォームとしての波長可変半導体レーザー

　近赤外域において高スペクトル純度で30THzもの
周波数域を自由に波長掃引可能なコヒーレント光源の
出現はPLEによる単分子吸収スペクトルの観測やCPT
（EMIT）等による量子制御などの先端計測を飛躍的
に発展させる。また、本波長可変レーザとテーパーア
ンプの組み合わせにより得られる１Wレベルの波長可
変出力はPPLN等の非線形光学素子による波長変換を

可能にし、可視・中赤外・テラヘルツ波領域における
連続波長同調光源を実現できる。特に、分子指紋スペ
クトル領域である中赤外領域やテラヘルツ領域におけ
る連続波長可変コヒーレント光源は微量化学物質の検
出や同定において、化学分析や医療・環境計測におい
て大きな社会的インパクトを有している。
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次世代質量イメージングに向けた
メガワット尖頭出力UVマイクロチップレーザー
　　　　　

可視化、高性能レーザー、環境分析、光源技術、エネルギー効率化

平等拓範（自然科学研究機構　分子科学研究所・准教授）チームリーダー

古川保典（（株）オキサイド・代表取締役社長）サブリーダー

■参画機関：（株）オキサイド、東京工業大学
■開発期間：平成２２～２５年度

次世代質量イメージングのためのＵＶマイクロチップレーザーを用いた計測システムの開発開発課題名

機器開発タイプ

課題概要

タ イ プ

　実用的高性能紫外（UV）レーザーを、高輝度マイクロチップレーザーと高機能非線形波長変換といった最先端
のレーザー技術「マイクロ固体フォトニクス」で実現し、高感度かつ非破壊的光イオン化による質量分析のための
UVマイクロチップレーザーを開発する。本開発により、ボロンなど従来微小領域からの検出が困難であった元素
や環境負荷分子の質量マッピングが可能となり、先端鉄鋼材料や有機薄膜太陽電池などの粒界偏析まで分析可能な
次世代質量イメージング装置の実現が期待される。

■開発の背景／経緯

　光イオン化源として二次イオン質量分析(SIMS)法の分野

では1980年代初頭よりレーザーポストイオン化法が注目さ

れ、従来型SIMSよりも高感度・定量性の良さといった特長が

謳われてきた。図１に本計画で目指すレーザーイオン化のイオ

ンビーム質量分析の原理を示す。まず電子顕微鏡（EB）で試料

を観察し、測定対象を選択する。次に収束イオンビーム（FIB）

を対象微粒子に照射し、スパッタリングにより断面加工して後、

試料台を180°回転させ、最後に加工された断面に対して再び

FIBを照射する。生じた二次イオンを飛行時間型質量分析器で

質量分析しながら断面全域をビームで走査し、コンピューター

上で特定の質量信号の空間分布（質量イメージング）を得る。

　これまでにマイクロチップレーザープロトタイプ機（波長

266nm、繰り返し1kHz、パルス幅5ns、２台合波でパルスエネ

ルギー100µJ、尖頭出力16.7kW、サイズ180Wx201Hx

480Lmm3）をFIB-REMPI装置に導入することで、有機物な

らびにポリマーのレーザーイオン化マッピングが可能な事を

検証している。

　本開発課題では、この装置の特性（面分解能40nm、検出感

度約30ppb（有機物））を、面分解能10nm以下、検出感度

10ppb以下（有機物）に向上させることが期待されるUVマイ

クロチップレーザー（波長 266nm、繰返し周波数 ≧1kHz

（ジッター制御）、尖頭出力 >0.6MW、パルス幅 サブns）を開

発し、レーザー性能評価のため質量イメージング装置に取り付

けまでを目指している。

図１　収束イオンビーム二次イオン質量分析（FIB-SIMS）の原理

 

開発成果
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図２　ジャイアントパルスUVマイクロチップレーザーの構成 図３　手のひらサイズ4.3MW尖頭値（波長266nm）の
　　　空冷UVマイクロチップレーザーの外観

 

記録を達成した。なお、レーザー寸法も45x35x150mm3と従
来機の1/73.5と、手のひらに乗るくらいの大きさを達成した
（図3）。この成果によって、分析装置のフランジに装着すること
も可能なまで小型化できただけで無く、ピークパワーも257倍、
エネルギーで6.5培高くなった。なお、図の装置の繰り返し周波
数は100Hzであるが、高繰り返し化も進んでおり、kHzレベル
まで高められる見通しを得ている。

■開発の成果

　図２にこれまでに開発した超小型UVマイクロチップレーザー
の構成を示す。最先端のレーザー技術であるマイクロ固体フォ
トニクスによる偏光制御Qスイッチでは、サブナノ秒域パルス
ギャップにあたる数10ピコ秒から数100ピコ秒領域のパルス
発生が可能となる。マイクロ共振器によるパルス幅短縮効果に
より、高次高調波発生や、光イオン化に有利なサブナノ秒領域で
の高輝度光が望めるもので、波長266nmの光パルスをエネル
ギー650µJ，パルス幅150psと，尖頭出力にして4.3MWとの

上記成果の科学技術的根拠

【特許出願】

1. 特願2011-113610, 「受動Qスイッチ型固体レーザ装置」, 平等拓範, ジョリー　シモン, バンダリ　ラケシュ（自然科学研究機構）
2. 特願2012-015136, 「レーザ装置」, 平等拓範、バンダリ　ラケシュ、古川保典、宮本晃男、羽生真之、田子毅 

　（自然科学研究機構、（株）オキサイド）
3. 特願2013-013865, 「姿勢調整装置」, 水谷伸雄, バンダリ　ラケシュ, 平等拓範 （自然科学研究機構）

【発表論文等】
1. R. Bhandari and T. Taira, "> 6 MW peak power at 532 nm from passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG microchip laser," Opt. Express, 
　vol. 19, no. 20, pp. 19135-19141 (2011).
2. R. Bhandari and T. Taira, "Megawatt level UV output from [110] Cr4+:YAG passively Q-switched microchip laser," Opt. Express, vol. 19, 
　no. 23, pp. 22510-22514 (2011).
3. R. Bhandari, T. Taira, A. Miyamoto, Y. Furukawa, and T. Tago, "> 3 MW peak power at 266 nm using Nd:YAG/ Cr4+:YAG microchip
　 laser and fluxless-BBO," Opt. Mater. Express, vol. 2, no. 7, pp. 907-913 (2012).
4. R. Bhandari and T. Taira, "Palm-top size megawatt peak power ultraviolet microlaser," Opt. Eng., vol. 52, no. 7, pp. 076102-1-6 (2013).
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材料計測のための機器

次世代質量イメージング用手のひらサイズUVジャイアントパルスマイクロチップレーザー
　本研究計画により従来のレーザーでは望めなかった数
10ピコ秒からナノ秒までのパルス幅(パルスギャップ)の
ジャイアントパルスがコンパクトで信頼性の高い構成で
高効率に得られるようになった。これにより、マッピングに
よる質量イメージングに必要な高繰返し・安定動作可能
なUVレーザーが開発され、高感度かつ非破壊的光イオ
ン化質量分析が望める。このような装置は、第一に従来
のFIB-REMPI装置が進化し、ボロンなど従来は微小領

域からの検出が困難であった元素や環境負荷分子の質
量マッピングや粒界偏析分析が可能な次世代質量イメー
ジング装置が望めるようになる。これはSPMや黄砂など
環境物質だけでなく、燃料電池、リチウムイオン電池の元
素分析にも有用である。第二に、十分に強力なUV光であ
るためこれを用いた非熱加工、精密加工なども望めるよ
うになる。以上、精密分析だけで無く加工も含めた幅広い
波及効果が期待される。

材料計測のための機器

 Spectral Intensity [dB]
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（工学院大学電気システム工学科・教授）坂本哲夫
　　　　　チームリーダー

サブリーダー

■参 画 機 関：
■開 発 期 間：

開発課題名

課 題 概 要

タ イ プ
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大気浮遊粒子状物質、質量顕微鏡法、収束イオンビーム、レーザーイオン化

　　　　　遠藤克己（（株）トヤマ・代表取締役社長）

工学院大学、東京工業大学、新日鐵住金(株)、(株)島津製作所
機器開発タイプ：平成16～21年度、実証・実用化タイプ：平成22～24年度

FIB 光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発
実証・実用化タイプ

ＦＩＢ光イオン化ナノ質量イメージング装置の
実用化開発

　ナノスケール加工可能な収束イオンビームと有機物の高効率な検出が可能なレーザーイオン化を融合した新たな局所

分析法により、大気汚染微粒子の表面ならびに内部の組成分布計測が可能な「単一微粒子履歴解析装置」を、ナノ構造

の解析が必要な材料開発にも適用できる分析装置として実用化する。専用高輝度レーザー光源の安定化とスペクトルデ

ータベース、ユーザーインターフェースの拡充により、市販可能な装置を完成させる。

■開発の背景／経緯　
　このプロジェクトに先だって行われた機器開発プログラ
ムでは、大気環境微粒子1つ1つの表面ならびに内部の組成
分析から粒子の生成・浮遊履歴の情報を得る「単一微粒子
履歴解析装置」を開発した(図１)。この装置は、1μm以下
の微粒子の表面および内部のイメージング分析ができ、無
機物・有機物を問わず計測できるため、既存の装置では難
しい有機ナノ構造の任意局所の解析にも適用が見込める。
そこで本プロジェクトでは、環境科学および材料開発への
貢献を目的に、上記装置を改良し、安定なシステムとして
製品化する。

■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）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
最高水準の分解能を達成した。

■レーザーイオン化法の実用化開発
　本装置に最適な小型・高繰返し（1kHz）・高輝度のマ
イクロチップUVパルスレーザーを開発。複雑な混合物であ
る実環境微粒子から有害物質（ピレン）の選択的検出に成
功。また、有機分子や高分子材料の質量イメージングを

図2　大気微粒子の内部解析の例図1　プロトタイプ機外観
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所要時間10分と実用的な時間内で行えるようにした
(図3)。更に消耗品の寿命評価を行い1年相当の稼働時間に
目途を立てた。

■ユーザーインターフェースの拡充
　分析操作用ならびにデータ解析用のソフトウェアを開発
し、ユーザーが安全かつ容易に利用できる環境を整えた。
また、レーザーイオン化質量スペクトルのデータベース
構築を進め、環境有害物質ならびにポリマー等機能性材料
を中心に50種以上のスペクトルデータを取得した。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1.  特許4785193、「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.  特許4761378、「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).

図3　揮発性多環芳香族（ピレン）の分析例

■環境科学への貢献
　「単一微粒子履歴解析装置」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。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
クスの開発では、STM、AFMなど主に表面形状を走査
する顕微鏡だけでは不十分であり、材料内部をナノメ
ートル単位で選択的にサンプリングして成分分析でき
る本装置の適用が期待される。

■実用サンプルによる実証分析
　これまでにプロジェクト参画ユーザー等から提供を
受けたディーゼル微粒子、触媒微粒子、機能性高分子
微粒子、ブレンドポリマー素材、Liイオン電池、鉄鋼材
料など多くの実用サンプルに本装置を適用し、従来装
置で得られない知見を獲得している。すなわち、本装
置はオンリーワンの先端分析装置として、環境分析、
及び、材料開発に役立つことが実証されている。製品
化による装置の普及により、グリーンイノベーション
への貢献が期待される。

環境分析や先端材料開発を通してグリーンイノベーションに貢献

材料計測のための機器
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■参画機関：
■開発期間：

開発課題名

課題概要

タ イ プ

ラジカル測定用時間分解ATR-FUV
分光システムの開発
チームリーダー 尾崎幸洋 （関西学院大学理工学部・教授）
　　　　　サブリーダー 東　　昇 （倉敷紡績（株）技術研究所・主任研究員）

OHラジカル濃度モニタリング､オゾン水光反応､時間分解遠紫外分光法

倉敷紡績(株)、(独)農業・食品産業技術総合研究機構
平成21～24年度

ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発
機器開発タイプ

　近年、ヒドロキシルラジカル(OH)などラジカル種の酸化還元力を半導体基板洗浄プロセス、食品の殺菌洗浄、環境

汚染物質の分解処理などに利用する技術の重要性が高まっている。本開発課題では、溶媒の水分子及び各ラジカル種

の光吸収がある遠紫外(FUV)光領域の吸収スペクトルをナノ̃マイクロ秒オーダーで解析することで、水溶液中で起こ

るラジカル反応を追跡する時間分解FUV分光システムを開発した。またそのシステムで得られたデータをもとに､OH

ラジカル濃度モニタリングを目的とした小型プロセス用FUV分光装置を製作した｡本開発成果は、最先端の洗浄プロ

セス現場でのラジカル洗浄能のモニタリングなど､具体的ニーズへの応用が期待できる。

開発成果

19

　我々は､水溶液中のオゾン分子とナノ秒パルス光(10ナノ

秒, 266 nm)の相互作用により開始される多様なラジカル

種の生成減衰に対応した反応ダイナミクスを明らかにする

ことを目的に開発した､ポンプ-プローブ型ナノ秒時間分解

FUV分光装置を構築した(図1, 論文2参照)｡そして､様々な

実験条件におけるオゾン水の過渡吸収スペクトルを測定し､

多変量解析カーブ分離(MCR)法を用いて過渡吸光度の時間

変化に寄与する化学種の特定とその化学種濃度の時間変化

を決定し､オゾン水の光反応ダイナミクスの検討を進めてき

た｡具体的な研究成果として､オゾン水の光反応により生成

減衰する各化学種(オゾン､過酸化水素､OHラジカル)の50

マイクロ秒までの化学動態､及びその挙動のpH条件依存性

を明らかにした(論文1参照)｡こうした研究成果は､後述する

OHラジカル濃度測定用に開発を進めた小型プロセス分光

器の仕様(測定波長など)の確定に重要な根拠となった｡また

構築した時間分解FUV分光装置はオゾンのみならず､有機

分子の光反応の解析など様々な高速反応解析への適用が可

能であり､さらなる研究成果が期待できる｡

　ポンプ-プローブ型時間分解FUV分光装置で得られたデ

ータをもとに､洗浄工程現場でのOHラジカル濃度モニタリ

ングを目的とした小型プロセス用FUV分光装置を開発した

(図2)｡本装置は分光部に複数の光学フィルターを用いるこ

とで小型化に成功し､装置の実用性とコスト競争力は飛躍的

図1 オゾン水の光反応ダイナミクスの測定に用いた
　   ポンプ-プローブ型時間分解FUV分光装置

 

得られた開発成果の概要
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材料計測のための機器

　開発した小型プロセス用FUV分光装置の実用評価と
して、現在我々は、半導体製造工程のフォトレジスト
の剥離洗浄適用性を評価している。最新のレジスト剥
離洗浄では、OHラジカルの酸化力を利用してデバイス
パターンにダメージを与えない洗浄システムの実用化
が期待されている。これまでOHラジカル濃度の測定は
ジメチルスルホキシド(DMSO)法による化学分析法に
頼らざるを得ず、リアルタイムにOHラジカル濃度を測
定・制御することはできなかった。我々が開発する小

型プロセス分光装置を洗浄工程中に組み込むことでユ
ースポイントのOHラジカル濃度をリアルタイムにモニ
タすることが可能になり、OHラジカル濃度を常に安定
して供給するシステムが構築できるようになる。この
ようなOHラジカル濃度を制御するシステムの汎用性は
高く、半導体洗浄の分野だけでなく、食品洗浄や工業
排水処理の分野にも応用が期待され、その市場規模は
非常に大きい。

OHラジカル濃度をオンラインでモニタリング

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】
1. 発明の名称：促進酸化活性種の濃度測定方法および濃度測定装置
　出願番号： 2012-193266 (日本)、13/735,934(米国)、201310055358.X(中国)、2013-19457(韓国), 102103966(台湾) 

　発明者：東昇、苅山直美, 尾崎幸洋、森澤勇介, 池羽田晶文、後藤剛喜.

2. 発明の名称：全反射吸収測定装置および全反射吸収測定方法
　出願番号： 特願2012-076824 発明者：東昇、苅山直美、森澤勇介
3. 発明の名称：ヒドロキシルラジカル濃度の測定方法及び測定装置
　出願番号： 特願2010-112443 発明者：東昇、苅山直美、尾崎幸洋

【発表論文等】
1. Pulse Laser Photolysis of Aqueous Ozone in the Microsecond Range Studied by Time-Resolved Far-Ultraviolet Absorption Spectroscopy,
    Takeyoshi Goto, Yusuke Morisawa, Noboru Higashi, Akifumi Ikehata, Yukihiro Ozaki, Anal. Chem., 85, 4500-4506 (2013) 
    [DOI: 10.1021/ac400056m]
2. Development of a Time-Resolved Attenuated Total Reflectance Spectrometer in Far-Ultraviolet Region, Yusuke Morisawa, 
    Noboru Higashi, Kyoko Takaba, Naomi Kariyama, Takeyoshi Goto, Akifumi Ikehata, Yukihiro Ozaki, Rev. Sci. Instrum., 83, 73103 (2012)
    [DOI: 10.1063/1.4732846]
3. The Effect of Metal Cations on the Nature of the First Electronic Transition of Liquid Water as Studied by Attenuated Total Reflection
     Far-Ultraviolet Spectroscopy, Takeyoshi Goto, Akifumi Ikehata, Yusuke Morisawa, Noboru Higashi, Yukihiro Ozaki, Phys. Chem. Chem. 
     Phys., 14, 8097-8104 (2012) [DOI: 10.1039/c2cp40633k]
4. Quantitative Analysis of Ions in Spring Water in Hyogo Prefecture by Far Ultraviolet Spectroscopy, Motoki Mitsuoka, Hideyuki Shinzawa, 
     Yusuke Morisawa, Naomi Kariyama, Noboru Higashi, Motohiro Tsuboi, and Yukihiro Ozaki, Anal. Sci., 27, 177-182 (2011)
    [DOI: 10.2116/analsci.27.177]

【総説】
1. Far-Ultraviolet (FUV) Spectroscopy in the Solid and Liquid States, Principle, Instrumentation, and Application of, Yusuke Morisawa, 
    Takeyoshi Goto, Akifumi Ikehata, Noboru Higashi, Yukihiro Ozaki, Encyclopedia of Analytical Chemistry, 1-21 (2013)
    [DOI: 10.1002/9780470027318.a9279]
2. Far-Ultraviolet Spectroscopy in the Solid and Liquid States: A Review, Yukihiro Ozaki, Yusuke Morisawa, Akifumi Ikehata, Noboru Higashi, 
    Appl. Spectrosc., 66, 1-25 (2012) [DOI: 10.1366/11-06496]

に高まった｡装置性能をオゾン水と過酸化水素水の反応によ
り生成するOHラジカル濃度で検証したところ､プロセス分
光装置で求まるOHラジカル濃度はジメチルスルホキシド
(DMSO)法による化学分析法の定量値と非常に良い線形相
関を示した｡以上の結果から､OHラジカル濃度を(1)煩雑な
化学分析工程を必要としない､(2)化学分析の定量値と同程
度の精度を有する､(3)リアルタイム測定が可能な分光計測
技術を確立できたと言える｡

 

図 2 
OHラジカル濃度モニタリングを目的に開発した
小型プロセス用FUV分光装置
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走査電子顕微鏡（SEM）のリアルタイム3Ｄ
観察を可能に
　　　　　 博
 

3Ｄ、SEM、リアルタイム、裸眼

伊東祐 （(株)日立ハイテクノロジーズ 先端解析システム第一設計部・部長）チームリーダー

　　　　　牛木辰男（新潟大学医歯学総合研究科・教授）サブリーダー

■参画機関：新潟大学、静岡大学、EIZO（株）
■開発期間：平成21～23年度

リアルタイムステレオＳＥＭの開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

タ イ プ

　走査電子顕微鏡（SEM）でステレオ（3D）観察を行うためには、右目で見たときと左目で見たときに相当する静止

画像（視差画像）を、試料台を傾けて異なる角度からそれぞれ取得してから合成し、赤青メガネなどをかけて観察す

る必要があった。しかし、視差画像の調整や取得に時間がかかるため、リアルタイムの3D観察が出来ないという課題

があった。本開発では、リアルタイムの3D観察のため、これらの技術（①電子線傾斜制御技術、②3D表示技術、③

収差低減技術）についての開発を行う。

開発成果

20

得られた開発成果の概要

■開発の背景／経緯

■開発の概要

　走査電子顕微鏡（SEM）は、試料の表面形状を立体的に観察
できるという魅力的な特徴をもつが、一般のSEM像は１方向か
ら見た単眼視の情報であり、立体情報が十分に生かされていな
い。また、SEM像を3D画像として観察する場合、試料を物理的
に傾斜させ、角度の異なる2枚の傾斜画像を取得する必要があ
るが、そのままではリアルタイム（実時間）での観察ができない
という問題があった。そこで我々は、リアルタイムで3D観察が
可能なリアルタイムステレオSEMの開発を行ってきた。

①電子線傾斜制御技術
　リアルタイムの3D観察を可能とするため、電子線を傾斜させ
て2枚の傾斜画像を取得する電子線傾斜制御技術を開発した。
電子線の傾斜方向は、専用の電磁コイルを用いて1ライン単位、
または1フレーム単位で左右の切替えが可能である。電子線傾
斜制御の概念図を図1に示す。
②3D表示技術
　取得した左右の視差画像は、開発したデータ変換ソフトにより
処理することで、一般的な3Dモニターに対応した出力が可能と
なった。一方、リアルタイムの3D観察には、一般的に偏光方式や
アナグリフ方式などメガネを用いることが一般的であるが、輝度
低下などにより長時間の観察には適していなかった。また、メガ

ネを用いないものに視差バリア方式やレンティキュラ方式の3D
モニターがあるが、解像度の低下やモアレ、逆視などの問題が
あった。そこで、裸眼に対応した高解像度の立体表示装置（裸眼
3Dモニター）の開発を行った。裸眼3Dモニターは、楕円ミラー
を用いたDirectional Backlight（指向性光源）を採用し、上記
の問題を解決した。最終的に外観奥行き262mmを達成、
FDF2301-3Dとして2011年度から量産・販売を開始した。
③収差低減技術
　リアルタイムステレオSEMは、電子線傾斜により左右の視差
画像を取得するが、対物レンズの軸外を電子線が通過するため、
電子線傾斜に伴う収差が発生し、分解能が低下する。そこで、対
物レンズから見て電子源側に電子線傾斜に伴う収差を低減する
ためのレンズ（収差低減レンズ）を追加し、対物レンズで発生する
収差を収差低減レンズで発生する収差を用いて低減し、高倍率
の3D観察を可能とする。電子線傾斜角と分解能の関係を図2に
示す。実線は収差低減後を、点線は収差低減前の収差量と分解
能である。図2に示すコマ収差および軸外色収差は、電子線傾斜
時に分解能を低下させる原因である。設計した収差低減光学系
は、傾斜角3(°)で分解能15(nm)、観察倍率にして20,000倍が
可能である。収差低減光学系で取得した傾斜角約3.0(°)、
20,000倍の傾斜画像を図4に示す。図3に示すように収差低
減の効果を確認できた。
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FDF2301-3DSU3500形SEM

  

対物レンズ

試料

左視差画像 右視差画像

視差画像

検出器

電磁コイル

材料計測のための機器

図3　収差低減の効果

図4　SU3500形走査電子顕微鏡とFDF2301-3Dの組合せ外観
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1．特許5183318、「荷電粒子線装置」出願人：（株）日立ハイテクノロジーズ
2．特許4519201、「画像表示装置」出願人：（株）ナナオ

【発表論文等】

1．Akinori Hayashi, Akira Sakai, Tomohiro Kometani, Hiroshi Ito : Cross-talk Caused by Light Reflected on a Back-face of a LCD glass in 
　  Auto-stereoscopic Display with Field-sequential Method and Directional Backlight System: SID Display Week 2011/5/15-20 Digest P-2,
      pp.1098-1011
2．F. Iwata, Y. Mizuguchi, H. Ko, T. Ushiki : Nanomanipulation of biological samples using a compact atomic force microscope under 
       scanning electron microscope observation: Journal of Electron Microscopy, 60(6) (2011) 359–36

図1　電子線傾の概念図

ナノオーダー構造を実時間で立体視することにより、半導体など材料分野
への応用が可能に

 本開発における傾斜走査技術の一部を用いて、株式会社
日立ハイテクノロジーズ社製SU3500形走査電子顕微鏡
のオプション機能として、リアルタイムステレオ観察機能を

実用化し、2012年に量産・販売を開始した。
　SU3500形走査電子顕微鏡とFDF2301-3Dの組合
せ外観を図4に示す。
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新規光検出器「デジタルHPD」の開発

光検出器、半導体

　　　　　

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

久嶋浩之 （浜松ホトニクス（株）電子管事業部　電子管設計第1Ｇ・グループ長）　チームリーダー

　　　　　相原博昭 （東京大学大学院理学系研究科・教授）サブリーダー

■参画機関：東京大学 
■開発期間：機器開発タイプ：平成16～20年度、実証・実用化タイプ：平成21～23 年度

半導体素子増幅による光検出器の実用化開発開発課題名

実証・実用化タイプ

課題概要

　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モジ

ュールを開発する。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。 

タ イ プ

開発成果

21

得られた開発成果の概要

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

（8-20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、

■開発の背景／経緯

■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。

　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、高電圧電源と読み出し回路
を内蔵し数Ｖの低圧電源とネットワークケーブルを光検出器
モジュールに接続するだけで、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。 
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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.

2. T. Abe 

3. 次世代大口径光検出器の開発

　阿部利徳、相原博昭、田中真伸、河合克彦、久嶋浩之、須山本比呂、 高エネルギーニュース Volume28 Number3 pp157-163 (2009)

et al. “R&D Status of Readout System for a Large Photocathode HAPD,” 2007 IEEE Nuclear Science Symposium and 
Medical Imaging Conference (NSS MIC 2007) conference record 2373, 2007.

4.R&D status of large aperture Hybrid Avalanche Photo-Detector, T.Abe, H. Aihara, M. Iwasaki, K. Kasimura, 
　S. Mineo, T. Uchida,M.Tanaka, Y. Kawai, H. Kyushima, M. Suyama, M. Shiozawa Nucl.Instrum.Meth.
　A623:279-281,2010. 

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。試作し
た直径８インチのＨＰＤは、1フォトン事象において、時間分解
能100ピコ秒（1ピコ秒は1ナノ秒の千分の1）を達成してい

る。高電圧電源、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８インチＨＰＤモジュー
ルの試作とその動作を確認した。これにより、低圧電源とネット
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。 

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2
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。

 8インチ 8インチ
 HPD 光電子増倍管

1フォトンエネルギー
分解能 [%] FWHM 47 100

1フォトン時間分解能
 [ps] 100 1019
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■参画機関：
■開発期間：

開発課題名

課題概要

次元圧縮型イメージファイバーによる
携帯型ラマンイメージ装置

光チームリーダー 東山尚 （(株)エス・ティ・ジャパン　製品開発部・部長）

携帯型ラマンイメージング装置、次元圧縮型イメージファイバー、短時間測定

サブリーダー 坂本　章（埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門・准教授）

　文化財測定に適合する、分光器部に「液晶チューナブルフィルター（LCTF）」を用いた可搬型のラマンイメージング
装置を既に開発した。LCTF は特定波長（波数）でのイメージングには最適なものの、広い波数範囲のスペクトル取得
には波長（波数）掃引が必要となり、比較的長い測定時間を要していた。本開発では、装置の実用化と応用範囲の拡大
を目指し、革新的な「次元圧縮型イメージファイバー」と、これに適合する「分散型小型分光器」を開発し、波長掃引や
イメージ走査することなく、フルスペクトルとイメージデータを、数秒から数分で同時取得できる装置の実現を目指す。

埼玉大学、人間文化研究機構国立歴史民俗博物館
平成21～23年度

文化財等複合材料評価用ラマンイメージング装置の開発
実証・実用化タイプ

　液晶チューナブル（LCTF）を用いたプロトタイプの可搬型
ラマンイメージング装置を開発したが、「測定時間」「スペクト
ル分解」「価格」に問題があった。これらの問題点を克服する
為に「次元圧縮型ファイバー」と「小型透過型分散素子」を組
み合わせたラマンイメージング装置の開発を行っている。
　まず、2次元に配列したイメージファーバーを1次元配列に
変換した「次元圧縮型ファイバー」を開発した。これは、試料
側のファイバー配列が正確に正方形状で、かつ一定の間隔を
有しており、分光器側のファイバーの配列は１直線でかつ一定

間隔になるように並べ直したものである。この次元圧縮型イ
メージファイバーと小型透過型分散素子を使用した分光器を
用いることにより、イメージ測定領域すべての点のフルラマン
スペクトルを「同時」に「短時間」（試料にもよるがおおよその
イメージ測定時間は数秒～1分程度）で取得できるようになっ
た。また、同時に測定箇所の可視像も保存されるので、データ
ベースへの登録においても測定箇所が明確になる。
　下図に今回開発したラマンイメージング装置を示す。
プローブ部は軽量（２Kg）でイメージファイバーによって分光

ラマンイメージング装置

タ イ プ

開発成果

22

得られた開発成果の概要
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器と接続されているので、測定対象に対して容易に、自由度を
持って対応さすことができる。
　スペクトル解能もLCTFを用いたプロトタイプでは、その基

本構造からスペクトル分解が１０cm-1程度に制約されていた
が、今回の開発装置では５cm-1を実現している。

次元圧縮方式のラマンイメージング装置の概略図

材料計測のための機器

2D Sample 
Image 

1D 
Spectrometer  

Slit image 

3D Spectrum 
Image Data 

Cube 

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 特願2009-257918、提出日：平成21年11月11日、「ラマンイメージング装置」、出願人：株式会社エス・ティ・ジャパン  埼玉大学

2. 特願2010-104163、提出日：平成22年4月28日、「光学系」、出願人：株式会社エス・ティ・ジャパン 

3. 特願2010-273978、提出日：平成22年12月4日、「ラマン分析装置」、出願人：株式会社エス・ティ・ジャパン   
　

【発表論文等】

1. A.Sakamoto, S.Ochiai, H.Higashiyama, K.Matsutani, J.Kimura, E.Koseto-Horyu, M.Tatsumi, “Raman Studies of Japanese Art Objects 
    by a Portable Raman Spectorometer Using Liquid Crystal Tunable Filters”
    J.Raman Spectrosc., published online on October 27, 2011:DOI 10.1002/jrs.3080.

2. 坂本章(埼玉大院理工)、落合周吉、東山尚光、増谷浩二、木村淳一((株)エス・ティ・ジャパン)、小瀬戸恵美(国立歴史民俗博物館)
   ｢ラマンイメージング装置による伊勢市版歌川派錦絵および版木の色材分析｣、「国立歴史民俗博物館研究報告」第153集 
　pp.1-19 2009

高解像度でその場測定が可能なラマンイメージングにより、
文化財の保護や年代推定が可能に

1. 測定対象エリア全域のラマンスペクトルを同時かつ短
時間に測定することができる。

2. 測定プローブ部が小さいため多様な測定環境に対応
　 できる。
3. 装置内部に機械的な可動部や摺動部が無く、かつ

LCTFのように波長掃引の必要がないため、装置が堅
牢な上に、波長再現性に優れ測定データに対する信
頼性が向上している。

4. 測定部位を可視像で正確にモニターが可能で、測定
後に実施する試料分析の正確性・信頼性が高いもの

になる。また、写真イメージとラマンイメージデータ
を完全に対応させた上で一緒に保存も可能である。

5. 文化財のスペクトル解析に必要な着色剤、和紙、布、
膠着剤などの文化財構成材料スペクトルデータベー
スの充実、および文献などから過去に報告されている
文化財の材料の組成・構造、色、修復記録などの知識
データベースを作成し、これに今回の実測定の結果を
追加することにより、総合的知識データベースの基盤
確立を考えて作業を進めている。
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■参画機関：
■開発期間：

開発課題名

課題概要

世界最小の固体NMRシステム
　　　　　チームリーダー 樋岡克哉 （（株）JEOL RESONANCE 技術部 開発グループ 第3チーム・副主幹研究員）
　　　　　サブリーダー 朝倉哲郎（東京農工大学大学院共生科学技術研究院・教授）

固体NMR、微量試料測定

微量試料の高感度測定を可能にする

極細試料管固体NMRプローブの製品化
東京農工大学
要素技術タイプ：平成１６～１９年度、実証・実用化タイプ：平成２０～２２年度

実証・実用化タイプ

　固体ＮＭＲは構造生物学、材料化学など多くの分野で用いられ極めて有用であるが、基本的に感度が低いので多量の

サンプルが必要であった。これを克服するために、本事業「要素技術プログラム」においてマイクロコイルを用いた超

微量の固体ＮＭＲプローブのプロトタイプ機を製作し、高感度化に成功している。本開発では、このプロトタイプをベ

ースに、広い測定ニーズに合わせられるように、性能および、耐久性を向上させ販売可能な製品を開発する。

タ イ プ

開発成果

23

得られた開発成果の概要

■開発の背景／経緯
　固体NMRは、有機・無機材料を始め、生体試料、高分子な
ど幅広い分野で構造解析に利用されている。NMRは原子レベ
ルの分解能で詳細な動的・静的構造を与える。NMRで扱う核
スピンのエネルギーは非常に小さく、非破壊というNMRの大
きな特徴を与える。その一方で、このエネルギーの小ささは、
低い感度というデメリットにもつながる。この問題を克服す
るために大量の試料がNMR測定には要求される。また、固体
NMRにおいては分解能の向上のために、試料を磁場中で高速
回転(MAS: magic angle sample spinning)させる技術が用
いられている。高速の試料回転を実現するためには、外径の
小さい試料管が望ましい。固体NMRにおいては、大量の試料
と小さい試料管という相反する要素の妥協が常に要求される。
我々は、通常の試料管の1/100程度の容積の非常に微細な試
料管を持つシステムを開発することにより、単位試料量当た
りの感度を向上させ、また通常の試料管の10倍程度に及ぶ超
高速の試料回転により、微量試料の高感度測定を目指した。

■開発の成果
　我々は、1mmの世界最小の外径を持つ固体試料管システ
ムを開発した。必要となる試料量はわずか0.8μLであり、
また世界最高速の80 kHzの試料回転が実現される。高速
の試料回転は1H NMR信号を先鋭化させ、感度の向上と分
解能の向上を同時に実現する。図1に生体試料に適用した
例を示す。高速の試料回転によりアラニン3量体の1H 
NMRの高分解能測定が可能となり、二つの異なる結晶形を
区別することができた。多くの生体試料は大量に用意する
ことが困難であり、0.8μLという微量で測定が可能な本開
発の1 mm MASプローブは有用である。
微量測定が有効な場面は材料化学の分野でも多く見受けら
れる。材料の局所的な欠陥や劣化の解析、また薄膜試料、
ファイバー試料の解析において、微量試料の解析が要求さ
れる。図２にLED蛍光体の劣化機構解析に用いた例を示す。
27 Al NMRを測定することにより、LED蛍光体が劣化した
時の構造変化が観測された。原子レベルの分解能で構造解
析が可能なNMRの特徴と、本開発で可能になった微量試料
の測定を組み合わせることにより初めて明らかになった成
果である。
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上記成果の科学技術的根拠

【出願特許】

1. 遠藤由宇生、樋岡克哉、山内一夫、「固体ＮＭＲ用試料管および固体ＮＭＲ測定法」、特願2010-85798、2010年4月

2. 遠藤由宇生、樋岡克哉、山内一夫、「固体ＮＭＲ用試料管および固体ＮＭＲ測定法」、特願2010-170166、2010年7月

3. 遠藤由宇生、樋岡克哉、山内一夫、「Sample Tube and measurement Method for Solid-State NMR」、
　12/849,998 USA、2010年8月4日

【発表論文等】
1. Kazuo Yamauchi, Shizuo Yamasaki, Rui Takahashi, Tetsuo Asakura, "Microscopic structural analysis of fractured silk fibers from Bombyx 
　mori and Samia cynthia ricini using 13C CP/MAS NMR with a 1mm microcoil MAS NMR probehead", Solid State Nuclear Magnetic 
　Resonance, Volume 38, Issue 1, July 2010, Pages 27-30

2. Yusuke Nishiyama, Yuki Endo, Takahiro Nemoto, Hiroaki Utsumi, Kazuo Yamauchi, Katsuya Hioka, Tetsuo Asakura, "Very fast magic
    angle spinning 1H-14N 2D solid-state NMR: Sub-micro-liter sample data collection in a few minutes", J. Magn. Reson., Volume 208, 
　Issue 1, January 2011, Pages 44-48

3. Yu Suzuki, Akihiro Aoki, Yasumoto Nakazawa, David P. Kinght, Tetsuo Asakura, "Structural analysis of the synthetic peptide 
　(Ala-Gly-Ser-Gly-Ala-Gly)5, a model for the crystalline domain of Bombyx mori silk fibroin, studied with 13C CP/MAS NMR", 
　Macromolecules, 2010, 43 (22), pp 9434-9440

図1　アラニン３量体の1H固体NMRスペクトル 図2　LED蛍光体の27Al NMRスペクトル

高速回転・微量試料・強いrf磁場という1 mm MASシ
ステムの特徴を生かし、14N NMRの高感度・微量測定
を実現した。窒素は、化学・生体・材料など広い範囲
で中心的な役割を果たす重要な元素であり、いずれも
NMRで観測可能な二つの同位体14Nと15Nが存在する。
自然界に存在する窒素のうち99%以上は14Nが占めて
いるにもかかわらず、核四極子相互作用という非常に
大きな内部相互作用が測定を妨害するため、14N NMR
の測定は困難でほとんど行われてこなかった。高速回
転による高感度化、大きな内部相互作用を操作する強
いrf磁場により、0.8 μLという微量試料ながらわずか
数分で14N NMR測定が可能となった。図3にジペプチ
ドに応用した例を示す。これまでアクセスできなかっ

た14Nの情報を通じて、ハイスループットでの構造解
析に寄与すると期待している。

固体NMRプローブの開発により、微量試料による高感度NMR測定が可能に

図3　グリシルLアラニンの1H/14N HMQCスペクトル
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■参画機関：
■開発期間：

開発課題名

課題概要

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

　　　　　チームリーダー 福山博之（東北大学多元物質科学研究所・教授）
サブリーダー 高崎洋一（アルバック理工（株）ビジネス企画開発部・取締役部長）

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）
機器開発タイプ:平成19～21年度、ソフトウェア開発タイプ:平成21～23年度

高度ものづくり支援－超高温熱物性計測システムの開発
機器開発タイプタ イ プ

開発成果

24

　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。

　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。

図１　超高温熱物性計測システム

（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）気液ガス平衡法あるいは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。

得られた開発成果の概要
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材料計測のための機器

●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

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　溶融鉄の表面張力の温度および酸素分圧依存性
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上記成果の科学技術的根拠

【発表論文·受賞】
1. H. Kobatake, H. Fukuyama, T. Tsukada, S. Awaji. “Noncontact modulated laser calorimetry in a dc magnetic field for stable and 
　supercooled liquid silicon”, Meas. Sci. Technol. vol. 21 (2010) 025901 2010 Measurement Science and Technology Outstanding
   Paper Awards(Sensors and Sensing Systems)  受賞

2. 杉江一寿、小畠秀和、 福山博之、 馬場雄也、 杉岡健一、塚田隆夫 "非接触レーザー周期加熱カロリメトリー法による溶融Feの
　熱物性計測法の開発"、 鉄と鋼 Vol.96 (2010) 673-682（社）日本鉄鋼協会 俵論文賞受賞
3. Y. Baba, K. Sugioka, M. Kubo, T. Tsukada, K. Sugie, H. Kobatake, H. Fukuyama, "Relationship between applied static magnetic 
　 field strength and thermal conductivity values of molten materials measured using the EML technique", J. Chem. Eng. Jap., 
　 Vol. 44 (2011) 321-327 Outstanding Paper Award of 2011  受賞

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。

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。
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課題概要

■参画機関：
■開発期間：要素技術タイプ：平成19 ～ 22年度、ソフトウェア開発タイプ：平成22～24年度

バイオ蛍光法によるアスベスト自動計測ソフトウェアの開発開発課題名

アスベスト結合タンパク質 ＆ 蛍光イメージング
＆ 画像解析でアスベストを自動計測！

　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。

　　　　　チームリーダー 黒田章夫（広島大学大学院先端物質科学研究科・教授）

（(株)インテック システム研究所・取締役）

図1　バイオによるアスベスト検出の原理

得られた開発成果の概要

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、画像解析

タ イ プ

（株）インテック、（有）シリコンバイオ

　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。我々はアスベストに特異
的に結合するタンパク質を利用し、フィルター上のアスベス
トを蛍光顕微鏡で簡便かつ高感度にとらえる方法（バイオ蛍
光法、図１）を開発した（JST先端計測・要素技術開発、平
成19～22年度）。アスベストの定義は、長さ5ミクロン以
上、幅（直径）3ミクロン未満で、アスペクト比３以上の繊
維と定められている。また、実際の計測時には、アスベスト
繊維に粒子が付着している場合や、枝分かれしているような
場合があり、それぞれ計測上のルールに従って判定しなけれ
ばならない。50から100に及ぶ視野（画像）に対して人の
目による判定と計測を行うため、計測者によって大きなバラ
ツキを生じている。そこで、熟練の計測者でなくとも誰でも
ルールに従った一定の信頼性のある値を得られるアスベスト
自動計測ソフトウェア開発に取り組んだ。
　実際のサンプルでは、粒子の付着や、交差、からまり、湾
曲など様々な状態の繊維が存在する。それらに対して「アス
ベスト計測ルール」に従って処理するための機能と、撮影条

件やサンプルの違いにより生じる蛍光画像の輝度ムラや繊維
輝度の違いを補正するための輝度補正機能を開発した。さら
に蛍光を発する粒子状物質が存在する場合もあるため、粒子
領域のマスク処理（粒子領域の切り取り）や、粒子領域毎に
局所的な輝度の再補正を行うことによって、正確に繊維認識
が行えるよう調整した。その結果、従来のアスベスト計測法
よりはるかに簡便な操作で、相関の高い結果が得られること
から、迅速なアスベスト検査法として本ソフトウェアの有効
性が確認できた（図２）。さらに認識精度を向上させるとと
もに、より利便性の高いソフトとなるように開発を進めてい
る。

ソフトウェア開発タイプ

　　　　　サブリーダー 河崎哲男

開発成果
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環境計測のための機器

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. 特願2011-177254､｢アスベスト検出方法｣､出願人：広島大学

【発表論文】

1. 黒田章夫､石田丈典､｢蛍光顕微鏡を用いた大気中アスベスト検出｣､光学､41(1), 28-32 (2012)

2. T. Ishida, M. Alexandrov, T. Nishimura, R. Hirota, K.Sekiguchi, N. Kohyama, A. Kuroda, “Evaluation of Sensitivity of 
　Fluorescence-based Asbestos Detection by Correlative Microscopy”, J. Fluorescence, 22, 357-363 (2012)

【その他】

1. 環境省アスベストモニタリングマニュアル第4版、p64-72、平成22年6月

2. 市田越子、河崎哲男、青木功介、松田俊寛、河尻寛之、関口潔、西村智基、石田丈典、Alexandrov Maxym、黒田章夫、
  「アスベスト大気検査のための蛍光顕微鏡画像の解析」、MIRU2011 画像の認識・理解シンポジウム要旨集
  （平成23年7月20日）

3. 黒田章夫、石田丈典、平成24年度文部大臣表彰科学技術賞開発部門受賞

図２ アスベスト自動計測ソフトウェア操作画面

図３　携帯可能なアスベスト自動計測システム

　これまでのアスベスト検査では、熟練を要する検査
法のため、検査機関や測定者間で検査時間や検査結果
に大きなバラツキが生じていた。バイオ蛍光法では、
タンパク質がアスベストを見分けるため、アスベスト
か、非アスベストかの識別のための特別な操作は不要
となり、また複雑な「アスベスト計測ルール」をソフ
トウェアでカバーするので初心者でも熟練者と同じよ
うにアスベスト検査を行うことができるようになった。
2013年アスベスト飛散防止を目的として大気汚染防
止法が改定された。従来は、業者からアスベスト使用
の届け出がある場合のみ、自治体が立入検査できた。
法改正後は、届け出がなくとも、アスベスト飛散の恐
れがある場合に、自治体が立ち入りできる。アスベス
ト自動計測ソフトウェアによって、熟練者でなくとも

バイオと画像解析技術によるアスベスト自動検出システム：熟練者のアスベスト検査をソフトで実現

アスベストが計測できる様になった。立ち入り検査の
際に、簡易迅速検査法として、利用されることを期待
する。
また、東日本
大震災の被災
地の瓦礫処理
などに伴うア
スベスト飛散
状況の監視に
本開発技術が
活用されるこ
とを期待する｡

顕微鏡に接続したCCDカメラを通して画像を取り込む。
一括計測ボタンで50枚の画像からアスベストを自動で
抽出。アスベスト繊維の長さ、幅、アスペクト比を
テーブル形式でリストアップする。
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課題概要

■参画機関：
■開発期間：

開発課題名 実時間型エアロゾル多成分複合分析計の開発
富士電機（株）、（独）海洋研究開発機構
平成20～24年度

　　　　　チームリーダー 竹川暢之（首都大学東京　都市教養学部理工学研究科・教授）

　　　　　サブリーダー 平山紀友

環境分析、エアロゾル、気候変動、大気汚染、PM2.5

機器開発タイプ

大気環境中のエアロゾルの化学組成や
物理特性をオンライン計測する複合分析装置

■開発の背景／経緯

　エアロゾル (大気中に浮遊する微粒子) は、気候変動や大
気汚染へ重大な影響を及ぼす。エアロゾルの直接効果(太陽
光を散乱・吸収する効果)、間接効果 (雲凝結核としての効
果)ともに、全球平均で見ればCO₂に匹敵するほどの放射強
制力を持つ(図1)。さらに、都市のディーゼル排ガスや
光化学スモッグ、あるいは大陸から輸送される黄砂など、
エアロゾルは我々の社会生活に直接的な悪影響を与える。
このように、エアロゾルはローカルからグローバルに至る

まで極めて重要な成分である。
　図1右は典型的なエアロゾル粒径分布を表したものであ
る。粒径2.5 µm以下が微小粒子PM2.5である。エアロゾ
ルを構成する成分は多種多様であり、人為起源のブラック
カーボンや硫酸塩などに加えて、自然起源の生物粒子など
も重要である。また、それらの濃度や寄与率は短時間で大
きく変化しうる。したがって、PM2.5エアロゾルの動態解
明には、粒径や化学組成など重要なパラメータを実時間計
測する必要がある。本課題の目的は、そのようなニーズに
応えるエアロゾル計測装置を開発することである。

図1　 (左) 大気環境問題におけるエアロゾルの重要性。(右) 典型的なエアロゾル粒径分布。

　大気エアロゾルは気候変動や大気汚染に重大な影響を与えます。これらの環境問題の解明に本質的に重要なパラメー

タ（粒径別化学組成、混合状態、光学特性など）を多角的・定量的に高速分析するために、レーザー・真空技術を駆使

した複合分析計を開発する。本技術は、クリーンルーム・製造環境の粒子分析などにも応用可能であると期待される。

タ イ プ

（富士電機（株）技術開発本部　製品技術研究所計測技術開発センター計測機器開発部・部長）

開発成果
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得られた開発成果の概要

図1 

粒径 (µm)

典型的なエアロゾル粒径分布 (質量濃度)

微小粒子 (粒径 < 2.5 µm) 粗大粒子 (粒径 > 2.5 µm)

ディーゼル煤粒子 鉱物粒子 (黄砂など)

硫酸塩粒子 生物粒子 (花粉など)

これ以外に様々な種類・組成

エアロゾル (特に0.1 - 2.5 µm)
気候変動・大気汚染へ重大な影響

グローバルでCO2温室効果に匹敵

エアロゾル効果は成分により異なる
(ブラックカーボン (BC) 粒子は加熱) 
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■開発の成果
　エアロゾル複合分析計は、同一の試料空気に対して複数
の分析法を適用することにより、粒子の重要な物理化学特
性を多角的に実時間計測することを特徴とした新しい概念
の装置である (図2)。装置を構成する主な要素技術は、レ
ーザー散乱・蛍光検出部分 (LIF)、レーザー散乱・白熱光検
出部分 (LII)、質量分析部分 (MS) である。これらの要素技
術単体もしくは組み合わせにより、粒径、主要成分濃度、
混合状態、有機物種別など様々な情報を導出できる。
　図3は質量分析部分により得られた硫酸塩の質量濃度の
一例である。硫酸塩は二酸化硫黄 (SO2) などの化学反応に
より生成され、多くの場合PM2.5を構成する主要成分とな
っている。リアルタイム分析により、フィルター捕集・オ
フライン分析では得られない短時間の変化を的確に把握す
ることが可能となる。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許、意匠（出願準備中）】
1. 特願2010-060467、 ｢微粒子組成分析方法及び微粒子組成分析装置｣、出願人: 東京大学、 富士電機システムズ株式会社
2. 特開2012-088178、 ｢微粒子形状分析装置｣、 東京大学
3. 特開2012-189483、 ｢粒子測定装置｣、 富士電機株式会社
4. PCT/JP2010/071818、｢微粒子組成分析方法及び微粒子組成分析装置｣、出願人：東京大学、富士電機株式会社
5. 特願2012-264287、｢粒子線成形手法及び評価装置｣、富士電機株式会社，東京大学　

特願2013-053681、｢粒子分析方法及び粒子分析装置｣、東京大学，富士電機株式会社、海洋研究開発機構

【発表論文等】
1. Moteki, N., N. Takegawa, K. Koizumi, T. Nakamura, and Y. Kondo, Multiangle Polarimetry of Thermal Emission and Light Scattering by 

　 Individual Particles in Airflow, Aerosol Science and Technology, 45, 1184-1198, 2011.

2. Takegawa, N., T. Miyakawa, T. Nakamura, Y. Sameshima, M. Takei, Y. Kondo, and N. Hirayama, Evaluation of a New Particle Trap in a

　 Laser Desorption Mass Spectrometer for Online Measurement of Aerosol Composition, Aerosol Sci. Technol., 46, 428-443, 2012.

3. Taketani F., Y. Kanaya, T. Nakamura, K. Koizumi, N. Moteki, N. Takegawa, Measurement of Fluorescence Spectra from Atmospheric 

　Single Submicron Particle Using Laser-induced Fluorescence Technique, J. Aerosol. Sci., 58, 1-8, 2013.　

エアロゾルの多角的・定量的計測により、数値モデルの精度が向上し地球温暖化予測に貢献

■地球環境問題のメカニズム解明への貢献　
　複合分析装置を用いて広域で大気観測が行われるこ
とにより、エアロゾルの放射・雲生成への影響を解明
するための重要なデータが得られる。これらのデータ
は気候モデルの精度向上に直接的に役に立つため、
IPCC報告書等を通じて将来の地球温暖化予測に貢献す
ることが期待される。また、多種多様なエアロゾルの
発生および生成過程の解明にも役立つため、PM₂.₅大気
汚染問題への対策にも貢献することが期待される。
■ものづくり現場への貢献
　複合分析装置は、ものづくり現場においても効力を
発揮すると期待される。クリーンルーム・製造環境に
おいては、半導体製造プロセスにおける物理汚染や化

学汚染がデバイスの歩留まり、品質、信頼性に大きな
影響を及ぼしている。従来は粒子の数濃度のみをモニ
ターするか、あるいは製造環境で捕集した試料をオフ
ライン分析する方法が用いられていた。これらの方法
では、汚染源を迅速に特定することはできない。複合
分析装置を用いることで、粒子の化学組成や物理特性
をリアルタイムにモニターできるため、汚染源をその
場ですばやく特定し、有効な対策を施すことが可能と
なる。
■実用化・事業化を目指す分野
・気候変動の研究に資するエアロゾル高精度分析
・PM₂.₅組成の連続モニタリング
　クリーンルーム・製造環境の粒子分析

、

図2　エアロゾル複合
分析計の試作機。

図3　フィルター捕集・オフライン分析 
(Filter) と質量分析部 (MS) で得られた
硫酸塩の質量濃度の相互比較 
(2012年6月末に実施)。

図2 

図3 
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課題概要

■参画機関：
■開発期間：

開発課題名 高精度高安定pH計測用イオン液体型参照電極の開発
実証・実用化タイプ

塩基、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

　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電極を実現するものである。有

機系イオンからなる疎水性イオン液体を用い、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、低導電率試料において安定したpH精密計測を可能とした。本研究の成果を生かし、更に電極の微小化による

高精度マイクロセンシングデバイスへの展開も期待される。

疎水性イオン液体を用いる高精度高安定塩橋の
実用化開発

京都大学、秋田大学、（財）日本環境衛生センター、日本ヘルス工業（株）
要素技術タイプ：平成17～19年度、実証・実用化タイプ：平成20～22年度

　　　　　チームリーダー 野村　聡

図１　20μM　希薄硫酸のｐH応答
緑線：本研究開発による試作電極　 黒線：従来電極
（ｐH理論値：4.402）

た塩橋用イオン液体の最適化をおこない、それを用いた塩
橋を組み込んだ ｐH複合電極を試作し、特にこれまで実用
的な測定が困難とされてきた酸性雨などの希薄溶液への適
用を試みた。その結果、標準試料となる希薄硫酸で、従来
法より真値に近い値の測定を実現し、かつ、応答性が優れ
ていることを確認できた（図１）。また、雨水の実試料で
もその優位性を確認できた。
　さらに、２つのプログラムを通し、イオン液体塩橋の実
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。加えて、イオン液

■開発の背景／経緯

■開発の成果

　我々は、高精度稿安定なpH電極を実現するため、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
てきた。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。

　要素技術プログラムにおいて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。この成果は、プロトタイプ実証・実用化プログラムに
引き継がれ、要素技術プログラムで得られた知見を基にし

タ イ プ

（京都大学大学院工学研究科・教授）

（（株）堀場製作所　開発企画センター　産業活性化推進室・科学担当部長）

　　　　　サブリーダー 垣内　隆

開発成果
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得られた開発成果の概要
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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。
なお、堀場製作所では、本研究開発の成果に基き、低導電

率試料を対象とした高精度ｐH複合電極の販売を2011年
度中に開始した。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許、意匠（出願準備中）】
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).

3. H. Sakaida, Y. Kitazumi, T. Kakiuchi, ”Ionic liquid salt bridge based on tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium bis(pentafluoroethane
　sulfonyl)amide for stable liquid junction potentials in highly diluted aqueous electrolyte solutions,” Talanta., 83, 663 (2010).

4. M.Shibata, M.Yamanuki, Y.Iwamoto, S.Nomura, T.Kakiuchi, ”Stability of a Ag/AgCl Reference Electrode Equipped with an Ionic Liquid 
　Salt Bridge Composed of 1-Methyl-3-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)-amide in Potentiometry of pH Standard Buffers,”
    Anal.Sci., 26, 1203 (2010)

5. Manabu Shibata, Hideaki Sakaida, and Takashi Kakiuchi, “Determination of the Activity of Hydrogen Ions in Dilute Sulfuric Acids by 
　Use of an Ionic Liquid Salt Bridge Sandwiched by Two Hydrogen Electrodes,” Anal. Chem., 83 , 164 (2011)

6. Yousuke Fujino and Takashi Kakiuchi, ”Ionic liquid salt bridge based on N-alkyl-N-methylpyrrolidinium bis(pentafluoroethanesulfonyl)
　amide for low ionic strength aqueous solutions,”  J. Electroanal. Chem., 651, 61-66 (2011).

7. Takashi Kakiuchi, “Salt bridge in electroanalytical chemistry: Past, Present, and Future,” J. Solid State Electrochem., (2011)
    DOI 10.1007/s10008-011-1373-0 

ゲル化したイオン液体 

図２　イオン液体型比較電極を搭載した高精度ｐH電極

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

■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． 電位は液絡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標準液検定の新しい手段としてきわ
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が発       
　  掘される、
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。
　イオン液体塩橋は、従来の塩橋に代わり、電気化学
計測のより広い用途に普及できるポテンシャルを有し
ている。真に優位性をもって従来法に代わるためには、
単に応答するというだけでなく、本塩橋の採用によっ
て得られる測定値の信頼性、再現性、そして、長期安
定性などの視点でも、原理的な検証に基づいた差別化
がされる必要がある。
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■参 画 機 関：
■開 発 期 間：

開発課題名 革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発
革新技術タイプ（機器開発型） 

コンプトンカメラ、テルル化カドミウム半導体検出器、放射性物質

放射性物質可視化装置「超広角コンプトンカメラ」
の高感度化開発と市場展開

三菱重工業（株）、名古屋大学
平成24～26年度（予定）

図１　本開発グループが提唱してきた
Si/CdTeコンプトンカメラの概念図。

　独自の次世代技術「Si／CdTe半導体コンプトンカメラ」を発展させ、180度の視野を持つ超広角撮像、高精度
カラー、核種分離を特徴とする可搬型ガンマ線可視化装置の実現を目指す。この装置により、１～５µSv／h程度
の環境下で、環境バックグランドの数倍の強度のホットスポットを10分以内で検出でき、屋根などの高所に集積
する放射性物質も画像化することが可能となる。また、装置の軽量化（５～10kg程度以下）により、山林や家屋
の裏など、車ではアクセスが難しい環境にも導入が可能となる。高線量環境（数10µSv／h）にも対応し、警戒
区域での除染作業の効率化や除染作業後の評価などにも活用が期待される。

課 題 概 要

開発課題名

タ イ プ

　　　　　チームリーダー 高橋忠幸（(独)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所・教授）

  （三菱重工業（株）航空宇宙事業本部　誘導・エンジン事業部　電子システム技術部・主席技師）　　　　　サブリーダー 黒田能克 
   

■開発の背景／経緯

　東日本大震災に伴う福島第一原発の事故により、放射性
物質が広範囲に拡散する事態の中、放射性物質の可視化装
置の実用化が強く望まれている。特に、敷地に広く分布し
た放射性物質を効率よくマッピングするための広角撮像能
力と、家屋裏や森林へのアクセスを容易にするためのシス
テムの小型・軽量化が、実地でのガンマ線イメージング装
置に求められている。
　本開発グループは宇宙ガンマ線の高感度観測をめざして、
シリコン(Si) と テルル化カドミウム(CdTe) イメージング
素子で構成する独自の 「Si/CdTe 半導体コンプトンカメ
ラ(図１)」 の研究開発を進めてきた。Si/CdTe半導体コン
プトンカメラは、位置分解能とエネルギー分解能に優れた
SiとCdTeの半導体イメージング素子を高密度積層したコ
ンパクトな構造からなる。入射ガンマ線が装置内部でコン
プトン散乱する過程を精度よく追跡でき、優れた角度分解
能を特徴とする。くわえて、従来のガンマカメラで用いら
れるコリメーターを必要とせず、あらゆる方向から入射す
るガンマ線を検出することができるため、超広角の視野
(180×180度、半球)を実現できる。また、装置遮蔽を必
要としないので、小型・軽量化の点においても有利である。
　本開発に先立ち、東京電力からの相談を受けたことを契
機として、Si検出器2層、CdTe検出器3層からなる「超広
角コンプトンカメラ」の原理実証モデルを、急遽試作した。

このプロトタイプ機を原発20 km 圏内に持ち込んで実用性
評価のためのイメージング試験をおこない、実際にホット
スポットの画像化に成功、除染作業前後の取り残し確認等
への適応が極めて有望であることを実証した。

開発成果
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得られた開発成果の概要

 

 

 

 

 

 

 

３．キャッチフレーズ（１行以内）と、最先端研究やものづくり現場でのニーズへの貢献・インパクト 
－キャッチフレーズ－ 
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次期X線天文衛星のセンサ技術を応用、コンプトンカメラを世界で初めて実用化

　コンプトンカメラは、コリメーターを用いない次世
代型のガンマ線撮像装置に位置づけられており、国内
外の研究機関で開発が進められている。その中にあっ
て「超広角コンプトンカメラ」は、事業化を行い、市
場へと展開した世界初の事例である。放射性物質の可

視化において、視野や分解能の観点で革新的な性能を
持ち、除染等の用途のみならず、医療イメージングや
セキュリティ等の分野にまで、その適用の可能性を広
げている。

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. 高橋忠幸ほか「コンプトンカメラで放射性物質の飛散状況を可視化する」物理学会誌　2013年6月号

■開発の成果
 本開発では、数マイクロSv/hより低い空間線量の場所で
も装置を効果的に使用できるように、「超広角コンプトン
カメラ」の高感度化開発に取り組んだ。ASTRO-H衛星搭
載の軟ガンマ線検出器（SGD）の検出器技術をベースに、
Si検出器を 32 積層したSiモジュールの下にCdTe検出器
を 8 積層、さらにSiモジュールの周囲 4 方向にCdTe検出
器を配置した、新しいデザインの「超広角コンプトンカメ
ラα」を開発した。原理実証機では 60-120 分の撮像時
間を必要とした、1-2 マイクロSv/h 程度の空間線量の場
所で 撮像を行い、「超広角コンプトンカメラα」を用いる
ことで、数分の測定でホットスポットを画像化できること
を実証した。

　コンプトンカメラを早急に市場に投入することを目的と
して、「超広角コンプトンカメラα」により確立した設計
資源をもとに、三菱重工業が独自に製品化し、 H 24 年度
末にリリースしたのが、第一号商用機「ASTRO-CAM 
7000HS（図2）」である。コンプトンカメラを含めたハ
ウジングの総重量を約８kgに押さえることができ、従来機
器と比べると格段の軽量化を実現した。感度は、環境放射
線レベルと用途に応じてカスタマイズ可能である。最低で
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662 keV)、複数の放射性核種の分布を一度の撮像で画像
化できる(図３)。現地での実地試験も行い、0.5-1マイクロ
Sv/h程度の空間線量の場所に存在する、ホットスポットの
検出に成功した。

図２　三菱重工業からリリースした
第一号商用機「ASTROCAM 7000 HS」

図３　「ASTROCAM 7000HS」の測定例。
133-Ba, 137-Cs, 22-Naを同時に測定し、133-Baをピンク、
137-Csを赤、22-Naを水色で表示した。
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課 題 概 要

■参 画 機 関：
■開 発 期 間：

開発課題名 放射能環境標準物質の開発
革新技術タイプ（要素技術型） 

分析値信頼性、食品分析、国際標準、トレーサビリティ、放射性セシウム

　標準物質は放射線計測の信頼性確保に用いられるための必須の要素技術だが、身近な農作物の放射線計測に用
いることのできる標準物質が十分開発・供給されていないのが現状である。本開発では緊急の分析ニーズの高い
玄米・大豆などについて放射能標準物質の生産技術を確立する。特に緊急性の高い米については、平成24年の収
穫期に間に合うよう標準物質を開発する。本開発により、環境放射能分析の信頼性向上、国際標準化、トレーサ
ビリティの確立など、国際的にも重要な貢献が期待される。

放射能分析の信頼性を確保するための
放射能環境標準物質の開発

環境テクノス(株)、(独)産業技術総合研究所、埼玉大学、(公財)日本国際問題研究所、(公社)日本分析化学会
平成24～26年度（予定）

タ イ プ

（環境テクノス（株）企画開発部・取締役部長）　　　　　サブリーダー 岩本　浩

開発成果

29
　　　　　チームリーダー 藥袋佳孝（武蔵大学人文学部・教授）

得られた開発成果の概要

■開発の成果

■開発の背景／経緯

　東日本大震災からの復興が進む中で、土壌等の環境試料
や農作物の放射能分析にはこれまでにない高いレベルでの
社会的関心が向けられている。国民の食の安全を保ちなが
ら、福島県等の被災地で収穫された農作物への風評被害を
防ぎ、健全な流通体制を維持して行くためには、放射能の
正確な分析値が必要である。認証値つきの標準物質を開発
して、分析機器ユーザーやメーカーでの利用を促進するこ
とは、分析機器から得られる分析値の信頼性を確保する根
源的な要素の一つである。
　標準物質の開発に当たっては、IAEA(国際原子力機関)発
行の放射能標準物質の調製過程などを精査し、国際基準に
即した標準物質を作製した。放射性核種の存在形態は実試
料と同等であり、精米などの食品流通時の作業工程や食品
加工の際の放射性核種の挙動の把握にも利用出来る。また、
化学操作を伴う分析操作の妥当性の検証にも用いることが
出来る。
　平成24年秋の収穫期に先んじて同年8月に玄米、その後、
牛肉、大豆などについて、放射性セシウム等のγ線放出核
種に関する認証値を付した標準物質の作製を進めた。分析
現場で独自の測定容器に詰め替える場合も想定して、一般
的なU-8容器程度のサイズの他に、大容量の標準物質も調
製した。これらの標準物質は(公社)日本分析化学会より頒
布されている。ここでは平成24年度に作製した玄米と牛肉

の標準物質について紹介する。

　1 玄米(粒状)標準物質(図1)。放射能レベル約350Bq/kgの
玄米試料4袋(30 kg詰)を混合した後、小分けして候補標準
物質とした。放射性物質が多く付着していると考えられる
皮部の剥がれが出来るだけ起きない条件を探るために、V
型混合機を用いての予備試験を実施し，事前に混合条件の
最適化を図った。均質化された候補標準物質は100mL容
器（90g瓶詰め）300本(27kg)、1L容器（900g瓶詰
め）50本(45kg)に封入した。保存性の向上を図るために
Co-60γ線照射による滅菌処理に供した。
　滅菌処理後の候補標準物質から均質性試験並びに認証値
付与のための共同実験に用いる試料を抽出した。γ線スペ
クトロメトリーおよびカリウムの化学分析による均質性試
験の結果，Cs-134、Cs-137、K-40についていずれも不
均質性相対標準不確かさとして1.5%が得られた。共同実
験には国内の試験研究機関12機関が参加した．各機関から
の報告値について統計的処理を加えて認証値を決定した。
得られた放射能濃度の認証値は次の通りである。Cs-134: 
141±9 Bq/kg、Cs-137: 210±13 Bq/kg, K-40: 
75±7 Bq/kg．
　2 牛肉(フレーク状)標準物質(図2)。候補標準物質の調製
や均質性評価では、日本ハム(株)の協力と支援を得た。放
射能レベル数100Bq/kgを超す牛肉約100 kgを用いた。
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食の安全を守り風評被害を防ぐための分析技術の基盤要素

農作物などの放射能分析では、分析値の信頼性を検証
することが求められている。しかし、測定現場によっ
てバックグラウンド放射線量が異なるほか、遮へい体
の性能や試料の形状・組成が違う上に、放射線測定を
行う装置の特性も様々である。このため、放射線計測
で得られたデータ解析の妥当性について、しばしば
検証が必要となる。放射性核種の存在形態を含めて

実試料と同等の標準物質を分析することは、分析値
信頼性を確保する最も確実な方法である。また、分析
機器の開発やメンテナンスの際に共通試料として利用
することで、開発段階での分析手法の検討や機器の
性能を評価する際にも使用できる。今回開発を進めて
いる各種標準試料は、分析機器のユーザーと開発者に
共通して必要な基盤要素の一つである。

ミートチョッパーでミンチ状にした後、凍結乾燥、粉砕、
ふるい分け、混合、小分けの各段階を経て候補標準物質を
得た。混合後の試料質量は32kgであった。約50g及び約
500gずつポリエチレン袋に密封して電子線により滅菌処
理した。滅菌後、さらにアルミラミネートポリエチレン袋
に入れ、頒布可能な形態とした。50g入り320袋、500 
g入り29袋を得た。
 滅菌処理後の候補標準物質から均質性試験並びに認証値付

与のための共同実験に用いる試料を抽出した。γ線スペク
トロメトリーによる均質性試験の結果、Cs-134、 
Cs-137についていずれも不均質性相対標準不確かさとし
て1.8%が得られた。共同実験には国内の試験研究機関12
機関が参加した。各機関からの報告値について統計的処理
を加えて認証値を決定した。得られた放射能濃度の認証値
は次の通りである。Cs-134:174±12Bq/kg,Cs-137: 
297±20 Bq/kg、K-40: 276±46Bq/kg．

図１　玄米(粒状)標準物質

上記成果の科学技術的根拠

【発表論文等】
1. 薬袋佳孝、平井昭司、米澤仲四郎、三浦勉、岩本浩、植松慶生、岡田章、渋川雅美、千葉光一、北村清司、山田崇裕、柿田和俊、

小島勇夫、“共同実験法による放射能環境標準物質の開発（土壌、玄米）”、環境放射能研究会(つくば)、 2013年2月27日
2. Y. Minai, H. Iwamoto, K. Katsumi, Y. Takagi, T. Miura, C. Yonezawa, M. Shibukawa, K. Kakita, I. Kojima, S. Hirai, 
 “Preparation of certified reference materials for determination of radioactivity in foods and soils”, 245th American 
　 Chemical Society National Meeting and Exposition, New Orleans, USA, April 9, 2013. 
3. 平井昭司、薬袋佳孝、米澤仲四郎、三浦勉、岩本浩、植松慶生、岡田章、渋川雅美、千葉光一、北村清司、山田崇裕、柿田和俊、

 小島勇夫、“放射能分析用玄米認証標準物質の開発”、第73回分析化学討論会(函館)、2013年5月19日。
4. 米澤仲四郎、平井昭司、薬袋佳孝、三浦勉、植松慶生、岡田章、柿田和俊、小島勇夫、岩本浩、渋川雅美、千葉光一、北村清司、

山田崇裕、”玄米標準物質のγ線スペクトロメトリー国際共同比較測定”、第50回アイソトープ・放射線研究発表会(東京)、
2013年7月3日 

5. T. Miura, et al., “The Measurement Comparability of Cs-134 and Cs-137 in Foodstuff Samples in Japan - Result of 
　 Inter-Laboratory Experiment for Certification of Reference Material”, 5th Asia-Pacific Symposium on Radiochemistry 
　 (APSORC ’13), Kanazawa, Japan, September 2013, submitted. 
6. 平井昭司・薬袋佳孝・米澤仲四郎・三浦勉・荒川史博・岩本浩・植松慶生・岡田章・渋川雅美・千葉光一・北村清司・山田崇裕・

 柿田和俊・小島勇夫、“放射能分析用牛肉認証標準物質の開発”、第62回日本分析化学会年会(東大阪)、2013年9月(発表予定)．

図2　牛肉(フレーク状)標準物質
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課 題 概 要

■参 画 機 関：
■開 発 期 間：

開発課題名 食品放射能検査システムの実用化開発
実用化タイプ（中期開発型） 

食品、放射性セシウム、スクリーニング、NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰﾀ、MCNP

　一般食品中に含まれる放射性セシウム濃度を非破壊で（梱包状態のまま）、高スループットでスクリーニングで

きるシステムを開発する。本装置の実用化により、福島県などでの米全量・全袋測定に利用が想定される他、肉、

野菜、魚などの検査システムとしても活用されることが期待される。

食品中の放射性セシウムを非破壊にて
高速に測定できる装置の実用化

平成24～25年度

　　　　　

タ イ プ

チームリーダー 山田宏治（富士電機株式会社　放射線システム部・部長代理）

（ (独）放射線医学総合研究所　緊急被ばく医療研究センター・主任研究員）　　　　　サブリーダー 高田真志

開発成果
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得られた開発成果の概要

■開発の背景／経緯

　東日本大震災により発生した、福島第一原子力発電所の
事故を受け、災害からの復興、成長を遂げるために、被災
地における安心・安全を確保し消費者からの信頼を回復す
る為にも食品中の放射性セシウム濃度の測定需要が高い。
特に福島県においては、県内生産米の全数・全量検査の実
施が計画されていた。
　従来の食品中に含まれる放射性セシウムの検査について
は、多くの試料から一定量をサンプル採取しての測定とな
っており、その測定についても、１サンプル２０分以上と
長時間が必要であり、全数・全量検査に対応できていない。
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　また、検出部の駆動機構を備えており、被測定物の大き
さに応じ検出器高さを最適な位置に移動可能となっている。
一般食品への展開として被測定物の大きさについて、高さ
10～33cm、幅25～50cm、長さ40～100cm、重さ5
～30kgについて測定可能となっている。

また、検出部の駆動機構を備えており、被測定物の大きさに応じ検出器高さを最適な位置に移動可能と

なっている。一般食品への展開として被測定物の大きさについて、高さ 10～33cm、幅 25～50cm、長さ 40

～100cm、重さ 5～30kgについて測定可能となっている。 

図１ 装置外観                   図２ 測定結果表示画面 

 

本装置の実用化開発により、従来の手法では試料の前処理が必須であったが、非破壊かつ全数・全量の

検査に対応することができる。また厚生労働省の定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に

準拠した下記の性能を満足する。 

① 50Bq／kgのスクリーニングレベル設定で、100Bq／kg超えを99.9％以上の確率で判定可能。 

② 25Bq／kg以下の検出限界性能で250袋／hr検査が可能。 

本装置の性能確認については、30kg 米袋等価の Cs-137 標準線源を用いて校正し、全量ゲルマニュム半

導体測定装置にて全量測定した実際の 30kg米袋との相対評価を実施した。 

本装置は、平成２４年９月より福島県内の農協、米流通業者に向けに順次製品供給・納入を開始し、福

島県内で平成２４年度生産米の全数・全袋検査に使用され、引き続き平成２５年度についても全数・全袋

検査の実施が予定されている。 

３．キャッチフレーズ（１行以内）と、最先端研究やものづくり現場でのニーズへの貢献・インパクト 
－食品の安心・安全の為に簡単操作で高速全量測定を実現－  
本食品放射能検査装置は、米専用ではなく多くの食品への応用測定が可能である。また、食品だけでは

なく、同様の測定原理を用いることで、焼却灰や土壌の測定等への展開が期待できる。 
特に放射線遮へい技術、被測定物と検出器の位置関係による効率確認等について、３次元シミュレーシ

ョン計算により最適化を計っている。 
NaI(Tl)シンレーション検出器を使用しガンマ線のエネルギー情報も取得可能であり、パソコンを接続す

ることで、各データの表示及びガンマ線スペクトル情報も表示可能としている。 
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【特許出願】 
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放射線計測のための機器

食品の安心・安全の為に簡単操作で高速全量測定を実現

　本食品放射能検査装置は、米専用ではなく多くの食
品への応用測定が可能である。また、食品だけではな
く、同様の測定原理を用いることで、焼却灰や土壌の
測定等への展開が期待できる。
　特に放射線遮へい技術、被測定物と検出器の位置関
係による効率確認等について、３次元シミュレーショ

ン計算により最適化を計っている。
　NaI(Tl)シンレーション検出器を使用しガンマ線のエ
ネルギー情報も取得可能であり、パソコンを接続する
ことで、各データの表示及びガンマ線スペクトル情報
も表示可能としている。

　本装置の実用化開発により、従来の手法では試料の前処
理が必須であったが、非破壊かつ全数・全量の検査に対応
することができる。また厚生労働省の定める「食品中の放
射性セシウムスクリーニング法」に準拠した下記の性能を
満足する。
①　50Bq／kgのスクリーニングレベル設定で、100Bq
／kg超えを99.9％以上の確率で判定可能。
②　25Bq／kg以下の検出限界性能で250袋／hr検査が可
能。
　本装置の性能確認については、30kg米袋等価の
Cs-137標準線源を用いて校正し、全量ゲルマニュム半導
体測定装置にて全量測定した実際の30kg米袋との相対評
価を実施した。
　本装置は、平成２４年９月より福島県内の農協、米流通
業者に向けに順次製品供給・納入を開始し、福島県内で平

成２４年度生産米の全数・全袋検査に使用され、引き続き
平成２５年度についても全数・全袋検査の実施が予定され
ている。

上記成果の科学技術的根拠

【出願特許、意匠（出願準備中）】

【発表論文等】
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② 25Bq／kg以下の検出限界性能で250袋／hr検査が可能。 

本装置の性能確認については、30kg 米袋等価の Cs-137 標準線源を用いて校正し、全量ゲルマニュム半

導体測定装置にて全量測定した実際の 30kg米袋との相対評価を実施した。 

本装置は、平成２４年９月より福島県内の農協、米流通業者に向けに順次製品供給・納入を開始し、福
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－食品の安心・安全の為に簡単操作で高速全量測定を実現－  
本食品放射能検査装置は、米専用ではなく多くの食品への応用測定が可能である。また、食品だけでは

なく、同様の測定原理を用いることで、焼却灰や土壌の測定等への展開が期待できる。 
特に放射線遮へい技術、被測定物と検出器の位置関係による効率確認等について、３次元シミュレーシ

ョン計算により最適化を計っている。 
NaI(Tl)シンレーション検出器を使用しガンマ線のエネルギー情報も取得可能であり、パソコンを接続す

ることで、各データの表示及びガンマ線スペクトル情報も表示可能としている。 
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新規光検出器「デジタルHPD」の開発

ＳＨＧ光顕微鏡により有機太陽電池のキャリヤライフタイム計測を実現

超高真空環境下での高感度極微量質量分析システム

アスベスト結合タンパク質 ＆ 蛍光イメージング＆ 
画像解析でアスベストを自動計測！

高周波磁場検出・磁気力顕微鏡の開発

3次元高精度リアルタイム撮像ライダー

従来の10倍高性能な遺伝子発現のリアルタイム測定解析システムの開発と実用化

大気環境中のエアロゾルの化学組成や物理特性を
オンライン計測する複合分析装置

蛍光体とLEDとを一体化した小型近赤外広帯域光源

AFM探針評価試料の作製とナノ材料の高精度形状計

LCOS-SLMによる収差補正型顕微鏡開発
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人名索引

名　前 頁フリガナ 成果タイトル

アイハラ　ヒロアキ

アサクラ　テツロウ

アライ　フミト

アラキ　ヨシエ

イシウラ　マサヒロ

イシハラ　シンスケ

イシマル　イチロウ

イトウ　スケヒロ

イワモト　ヒロシ

ウシキ　タツオ

ウチヤマ　セイイチ

ウヌマ　ユタカ

エンドウ　カツミ

オオモリ　シンジ

オガワ　キヨシ

オザキ　ユキヒロ

オト　ケンイチ

カキウチ　タカシ

カトウ　チヒロ

カワサキ　テツオ

キド　ヒロシ

キュウシマ　ヒロユキ

クロダ　アキオ

クロダ　ヨシカツ

サイトウ　ヒトシ

サカイ　ケイジ

サカモト　アキラ

サカモト　テツオ

シラキ　ナカバ

スガワ　シゲトシ

セトウ　ミツトシ

相原　博昭

朝倉　哲郎

新井　史人

荒木　令江

石浦　正寛

石原　進介

石丸　伊知郎

伊東　祐博

岩本　浩

牛木　辰男

内山　聖一

鵜沼　豊

遠藤　克己

大森　真二

小河　潔

尾崎　幸洋

音　賢一

垣内　隆

加藤　千比呂

河崎　哲男

木戸　博

久嶋　浩之

黒田　章夫

黒田　能克

齊藤　準

酒井　啓司

坂本　章

坂本　哲夫

白木　央

須川　成利

瀬藤　光利

新規光検出器「デジタルHPD」の開発

微量試料の高感度測定を可能にする世界最小の固体NMRシステム

卵子の除核と分注を実現するマイクロロボットとマイクロ流体チップシステムの開発

全自動2次元電気泳動装置の実用化および新規ブロッティング装置の試作完了

従来の10倍高性能な遺伝子発現のリアルタイム測定解析システムの開発と実用化

四重極電磁石による電磁スピニング法を用いた粘弾性計測の要素技術開発

赤外分光イメージングによる赤外分光イメージングによる生体組織分光断層像計測

走査電子顕微鏡（SEM）のリアルタイム3Ｄ観察を可能に

放射能分析の信頼性を確保するための放射能環境標準物質の開発

走査電子顕微鏡（SEM）のリアルタイム3Ｄ観察を可能に

生細胞内部の温度分布を画像化できる蛍光試薬

全自動2次元電気泳動装置の実用化および新規ブロッティング装置の試作完了

ＦＩＢ光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発

単一細胞のラベルフリー分析／分取を実現する誘電スペクトロサイトメーター

組織切片の形態観察、生体分子の分布とその同定を可能にする顕微質量分析装置

ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発

高スペクトル純度で広帯域に連続波長掃引可能な小型半導体レーザ光源

疎水性イオン液体を用いる高精度高安定塩橋の実用化開発

眼球の三次元デジタルコピー― 高速三次元光断層診断 ―

アスベスト結合タンパク質 ＆ 蛍光イメージング＆ 画像解析でアスベストを自動計測！

インフルエンザウイルス感染感受性診断、ワクチン接種必要性診断タンパクチップの開発

新規光検出器「デジタルHPD」の開発

アスベスト結合タンパク質 ＆ 蛍光イメージング＆ 画像解析でアスベストを自動計測！

放射性物質可視化装置「超広角コンプトンカメラ」の高感度化開発と市場展開

高周波磁場検出・磁気力顕微鏡の開発

四重極電磁石による電磁スピニング法を用いた粘弾性計測の要素技術開発

次元圧縮型イメージファイバーによる携帯型ラマンイメージング装置

ＦＩＢ光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発

従来の10倍高性能な遺伝子発現のリアルタイム測定解析システムの開発と実用化

広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子

組織切片の形態観察、生体分子の分布とその同定を可能にする顕微質量分析装置

名　前 頁フリガナ 成果タイトル

平等　拓範

高田　真志

高橋　忠幸

竹川　暢之

高崎　洋一

田中　淳司

長束　澄也

野田　一房

野村　聡

蓮村　聡

馳澤　盛一郎

花岡　健二郎

林　宏樹

樋岡　克哉

東　昇

東山　尚光

平山　紀友

福山　博之

古川　保典

水谷　修紀

藥袋　佳孝

安野　嘉晃

山田　宏治

タイラ　タクノリ

タカダ　マサシ

タカハシ　タダユキ

タケガワ　ノブユキ

タカサキ　ヨウイチ

タナカ　ジュンジ

ナガツカ　スミヤ

ノダ　カズフサ

ノムラ　サトシ

ハスムラ　サトシ

ハセザワ　セイイチロウ

ハナオカ　ケンジロウ

ハヤシ　ヒロキ

ヒオカ　カツヤ

ヒガシ　ノボル

ヒガシヤマ　ヒサミツ

ヒラヤマ　ノリトモ

フクヤマ　ヒロユキ

フルカワ　ヤスノリ

ミズタニ　シュウキ

ミナイ　ヨシタカ

ヤスノ　ヨシアキ

ヤマダ　コウジ

次世代質量イメージングに向けたメガワット尖頭出力UVマイクロチップレーザー

食品中の放射性セシウムを非破壊にて高速に測定できる装置の実用化

放射性物質可視化装置「超広角コンプトンカメラ」の高感度化開発と市場展開

大気環境中のエアロゾルの化学組成や物理特性をオンライン計測する複合分析装置

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

高アスペクト比Ｘ線格子を用いた位相型高感度Ｘ線医用診断機器

高アスペクト比Ｘ線格子を用いた位相型高感度Ｘ線医用診断機器

高スペクトル純度で広帯域に連続波長掃引可能な小型半導体レーザ光源

疎水性イオン液体を用いる高精度高安定塩橋の実用化開発

高周波磁場検出・磁気力顕微鏡の開発

バイオ画像の自動分類を可能にした能動学習型ソフトウェアCARTAの開発

赤い蛍光で細胞内カルシウムイオン濃度の変動を画像化できる蛍光試薬

赤外分光イメージングによる赤外分光イメージングによる生体組織分光断層像計測

微量試料の高感度測定を可能にする世界最小の固体NMRシステム

ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発

次元圧縮型イメージファイバーによる携帯型ラマンイメージング装置

大気環境中のエアロゾルの化学組成や物理特性をオンライン計測する複合分析装置

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

次世代質量イメージングに向けたメガワット尖頭出力UVマイクロチップレーザー

単一細胞のラベルフリー分析／分取を実現する誘電スペクトロサイトメーター

放射能分析の信頼性を確保するための放射能環境標準物質の開発

眼球の三次元デジタルコピー― 高速三次元光断層診断 ―

食品中の放射性セシウムを非破壊にて高速に測定できる装置の実用化
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JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムから生まれた

開発成果のご紹介 
 

◯ 本冊子でご紹介した開発成果にとどまらず、JST 先端計測分析技術・機器開発プログ

ラムを利用して、多くの研究開発ツールが実用化されています。 

◯ 本プログラムのホームページでは、実用化に至った全開発成果の情報を発信していま

す。詳しくは https://sentan-db.jst.go.jp をご覧下さい。  

 

JST 先端計測分析技術・機器開発プログラム ホームページ 

URL： http://www.jst.go.jp/sentan/  
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