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Development of Advanced Measurement and Analysis Systems

目  的

プログラムの仕組み

　我が国は、科学技術創造立国として、優れた人材の養成・確保を図るとともに、研究者の独創的な研究開発活
動を支える基盤を整備していく必要があります。第2期科学技術基本計画においても、「計測・分析・試験・評価方
法及びそれらに係る先端的機器の戦略的・体系的な整備を促進する」ことが示されています。
　世界最先端の研究データ・独自の研究データは、オリジナルの計測分析技術・機器から生じるものですが、我
が国の先端計測分析技術や機器の分野においては、海外に依存している度合いが強いとの指摘があります。こ
のような状況を脱却するため、平成15年度に文部科学省に先端計測分析技術・機器開発に関する検討会が設け
られ、我が国発の先端計測分析技術・機器が実現されていく方策等について検討が行われました。
　このような背景を踏まえて、独立行政法人科学技術振興機構において平成16年度より「先端計測分析技術・
機器開発プログラム」を開始し、最先端の研究ニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する

先端計測分析技術・機器開発プログラム
研究成果展開事業研究成果展開事業

先端計測分析技術・機器開発プログラム

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ています。平成24年度からは、ユーザーとの
連携が特に重要となる重点開発領域を設定し、重点的に公募・採択を行っています（平成24年度新規「放
射線計測領域」、「グリーンイノベーション領域」）。平成25年度は、新規重点開発領域として「ライフイノベー
ション領域」を設定し、重点的に公募・採択を行いました。また、その他の重点開発領域と一般領域につ
いても、公募・採択を行いました。

●  「実証・実用化タイプ」は産と学･官の機関が連携し、開発チームを編成。サブリーダーの設置が必須。
 チームリーダーは企業の方。世界トップレベルのユーザーも開発チームに参画。

開発課題の
公募・選定・評価

委託契約

開発推進・助言

開発領域、
公募・採択方針

プログラム実施の重要事項の検討
開発領域選定、公募・採択方針検討

文部科学省 科学技術・学術審議会
先端計測分析技術・システム開発小委員会

チームリーダー
／サブリーダー

産と学・官の
密接な連携

分担開発者応用ユーザー

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

分担開発者

「一般領域」
「ライフイノベーション領域」
「グリーンイノベーション領域」

要素技術タイプ
機器開発タイプ

「放射線計測領域」革新技術タイプ

「一般領域」
「ライフイノベーション領域」
「グリーンイノベーション領域」

実証・実用化タイプ
「放射線計測領域」実用化タイプ

・領域ごとに設置された分科会が課題を選考

・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（重点開発領域においては領域総括）
　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

「開発成果の活用・普及促進」

「一般領域」

「放射線計測領域」

「ライフイノベーション領域（H25新規）」

「グリーンイノベーション領域」

先端計測分析技術・機器開発
プログラム
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開発成果の活用・普及促進
文部科学省 科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会 研究開発プラットフォーム委員会 システム計測分析技
術・システム開発小委員会が提唱した「知的創造プラットフォーム」に求められる機能のうち、研究成果の社
会還元機能（試作機の共用）に関して、本プログラムの開発成果の活用・普及を促進させるため、開発された
試作機を広く外部研究者に開放（共用）し、実用化に向けた機器の高度化等を行い、成果の社会還元を図ります。

要素技術タイプ
計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待される新規性のある独創的な要素技術の開発を行います。

機器開発タイプ
要素技術開発から試作機による実証までを一貫して実施することによって、最先端の研究やものづくり現場の
ニーズに応えられるような計測分析・機器及びその周辺システムの開発を行います。

ソフトウェア開発タイプ
先端的な計測分析の試作機の実用化ならびに普及を促進するため、アプリケーション、データベース、プラッ
トフォーム等のソフトウェア開発を行い、ユーザビリティが高く、信頼性の高い機器・システムに仕上げるこ
とを目的としています。

実証・実用化タイプ
世界トップレベルのユーザー等との共同研究を通じて、試作機の性能の実証、並びに高度化・最適化、あるい
は汎用化するための応用開発をマッチングファンド形式で行い、実用可能な段階（開発終了時に受注生産が可
能）まで仕上げることを目的とします。（チームリーダーは企業の方）

一般領域１
　最先端の計測分析シーズを基にした開発を幅広く推進するために、重点開発領域以外の開発課題を推進します。

提案を広く公募し、分析機器開発や分析技術・手法開発を推進します。

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

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

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

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

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

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

 開発目標が達成された課題は、タイプをステップアップして（例えば、機器開発タイプから実証・実用化タイプへ）
継続実施を推奨します。

特  徴  

概  要  
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要素技術タイプ
計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待される新規性のある独創的な要素技術の開発を行います。

機器開発タイプ
要素技術開発から試作機による実証までを一貫して実施することによって、最先端の研究やものづくり現場の
ニーズに応えられるような計測分析・機器及びその周辺システムの開発を行います。

重点開発領域（グリーンイノベーション領域）３
　太陽光発電、蓄電池、燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化を推進するための先端計測分析評価技術・機器
の開発課題を推進します。

実証・実用化タイプ
世界トップレベルのユーザー等との共同研究を通じて、試作機の性能の実証、並びに高度化・最適化、あるい
は汎用化するための応用開発をマッチングファンド形式で行い、実用可能な段階（開発終了時に受注生産が可
能）まで仕上げることを目的とします。（チームリーダーは企業の方）

革新技術タイプ（要素技術型）
大気、水、土壌、食品等の放射線量及び放射能濃度の迅速かつ高精度・高感度な把握、放射線の生体への影響
把握を可能とする計測分析技術・機器に関して、既存の計測分析手法にブレークスルーをもたらし、計測分析
機器の性能を飛躍的に向上させることのできる要素技術の開発を行います。

革新技術タイプ（機器開発型）
大気、水、土壌、食品等の放射線量及び放射能濃度の迅速かつ高精度・高感度な把握、放射線の生体への影響
把握を可能とする計測分析技術・機器に関して、既存の技術・機器から飛躍的に性能を向上させることのでき
る試作機の開発を行います。

実用化タイプ
放射線量及び放射能濃度の迅速かつ高精度・高感度な把握を可能とする、試作機の開発及び性能実証、並びに
高度化・最適化、及びシステム化（周辺機器の開発、ソフトウェア開発など、汎用化に必要となる応用開発）
を行い、当該機器・システムを実用可能な段階（開発期間終了時に受注生産が可能）まで仕上げていただくこ
とを目的とします。（チームリーダーは企業の方）

重点開発領域（放射線計測領域）２
　東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響から復興と再生を遂げるため、放射線計測に関し
て、行政ニーズ、被災地ニーズ等の高い高度な技術・機器及びシステムの開発課題を推進します。
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要素技術タイプ
計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待される新規性のある独創的な要素技術の開発を行います。

機器開発タイプ
要素技術開発から試作機による実証までを一貫して実施することによって、最先端の研究やものづくり現場の
ニーズに応えられるような計測分析・機器及びその周辺システムの開発を行います。

重点開発領域（ライフイノベーション領域）４
　医療現場等のユーザーニーズに適合し、診断技術の向上、患者の負担軽減及び医療費の抑制に貢献することを可
能とする計測分析技術・機器・システムの開発を行います。

実証・実用化タイプ
世界トップレベルのユーザー等との共同研究を通じて、試作機の性能の実証、並びに高度化・最適化、あるい
は汎用化するための応用開発をマッチングファンド形式で行い、実用可能な段階（開発終了時に受注生産が可
能）まで仕上げることを目的とします。（チームリーダーは企業の方）

カテゴリー（１）
「ターゲット（マーカーや症状）を測定するための診断技術・機器およびシステムの開発」
カテゴリー（２）
「ターゲット（マーカーや症状）を解明するための計測分析技術・機器およびシステムの開発」
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本事業の円滑かつ効率的な推進に資するために開発顧問を委嘱し、先端計測・分析技術
分野における技術的な助言、指導をお願いしております。

田中　耕一（株）島津製作所 フェロー、田中耕一記念質量分析研究所長
専門分野：質量分析装置、質量分析を用いた生体関連物質構造解析手法等の研究 

開発顧問

本プログラム全体を総括し、開発保選の公募、採択、評価を一体的に行います。

林　善夫 開発主監

先端計測分析技術・機器開発推進委員長（プログラムディレクター）

総合評価分科会長（プログラムオフィサー）
本プログラムにおける一般領域の課題の選考・評価・重点開発領域の事後評価を行います。

市川　昌和 東京大学名誉教授、上席研究員
専門分野：半導体表面・界面の物理と計測

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・アドバイスできる研究者を開発総括（プログラムオフィサー）として委嘱し、開発課題のマネジ
メントを行います。

開発総括（プログラムオフィサー）

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

物理化学、
ケミカルバイオロジー

専門分野

澤田　嗣郎
東京大学 名誉教授

新規レーザー計測法の開発、
分光学

専門分野

尾形　仁士
三菱電機（株） 社友

半導体材料、超高真空、
電子分光

専門分野

角山　浩三
JFEテクノリサーチ（株）
顧問 

表面・極微量分析、
金属材料

専門分野

森田　清三
大阪大学 名誉教授
大阪大学 産業科学研究所 
産業科学ナノテクノロジー
センター　
特任教授（非常勤）

表面ナノ計測、走査型プロー
ブ顕微鏡法

専門分野

伏見　譲
埼玉大学 名誉教授
総合研究大学院大学 
学長付教授

進化分子工学、
分子生物物理学

専門分野

吉井　淳治
（株）CLOUDOH 代表
取締役

ソフトウェア、
バイオインフォマティクス

専門分野

（五十音順）
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先端計測分析機器の実用化に向けたロードマップ（一列）

本事業は「中小企業技術革新（SBIR）制度」において平成 25 年度予算も引き続き「特定補助金等」に

指定されており、「特定補助金等」に指定された補助金等を交付された中小企業は、その成果を利用した

事業活動を行う際に、各種支援措置の特例等を受けることができます。

※ 上記の支援措置は、本プログラムの審査とは別に各支援機関の審査を必要とします。

※ SBIR 制度についての詳細は、中小企業庁による特設サイト「技術開発を支援する！SBIR」
     http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/　   
 又は中小企業庁創業・技術課（03-3501-1816）にお問い合わせ下さい。

中小企業技術革新（SBIR）制度による事業化支援について

各種基礎
研究事業

費
究
研
学
科

金
助
補

究
研
造
創
的
略
戦

業
事
進
推

ほか 化
品
製
る
よ
に
業
企

へ
場
市

プ
イ
タ
化
用
実・
証
実

プ
イ
タ
発
開
器
機

プ
イ
タ
術
技
素
要

成果の事業化に向けた支援制度
（JST産学連携事業や他府省庁事業など）

榊　佳之（領域総括）
東京大学 名誉教授
静岡雙葉学園 理事長

分子生物学、ヒトゲノム解析
専門分野

菅野　純夫（領域副総括）
東京大学大学院
新領域創成科学研究科 教授

ゲノム医科学
専門分野

平井　昭司
東京都市大学 名誉教授 

放射化学、分析化学
専門分野

放射線計測領域

佐藤　祐一
神奈川大学 名誉教授

電気化学（電気めっき）、
無機材料科学

専門分野

グリーンイノベーション領域

重点開発領域の推進にあたり、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・
アドバイスできる研究者を領域総括（プログラムオフィサー）として委嘱し、重点開発領域全体のマネジ
メントを行います。

領域総括（プログラムオフィサー）

ライフイノベーション領域
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要素技術タイプ

平成25年度採択開発課題

微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化
チームリーダー／所属・役職

秋山　英文
東京大学
物性研究所
准教授

サブリーダー／所属・役職

久保田　英博
アトー（株）
技術開発部
部長・取締役

その他参画機関
（独）産業技術総合研究所

開発概要
生物化学発光や蛍光は、医療検査、環境計測、バイオイメージングなどに広く用いられているが、
微弱な発光蛍光の高感度評価には絶対光量の標準がいまだ存在しない。本開発では、評価分析
対象検体の発光蛍光の絶対値定量計測を可能にする微弱発光標準光源を開発し、その実施例を
示し有用性を例証する。さらにこの標準光源を用いて、これまで相対値でのみ示されてきた生
物化学発光蛍光試薬自体の性能や、発光分析装置ハードウエアの感度や検出限界を、絶対値で
評価し、比較可能にする技術を確立する。

キノームの活性プロファイル法と制御技術の開発
チームリーダー／所属・役職

石濱　泰
京都大学
大学院薬学研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

桐井　康行
カルナバイオサイエンス（株）
研究開発部・製造部
部長

その他参画機関
京都大学（化学研）

開発概要
ヒトキノーム（キナーゼの総体）の活性を大規模計測する技術を開発する。400種以上のキナー
ゼについて、特異的かつ高感度な基質ペプチド（“最強”基質ペプチド）を創出し、さらに細胞
内に効率よく導入する方法を確立することにより、細胞内キノーム（キナーゼの総体）の活性
計測法やシグナル制御技術の開発へと展開する。これにより、分子標的創薬や個別化治療・診
療を強力に推進する。

磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発
チームリーダー／所属・役職

石山　和志
東北大学
電気通信研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

徳永　博司
（株）M. T. C
代表取締役

その他参画機関
テセラ・テクノロジー（株）

開発概要
超高感度振動計測システムの開発を行う。磁歪薄膜技術とMEMS 技術を融合させた磁気
MEMS技術により現行の金属ひずみゲージの1万倍の感度を有する検知素子を開発し、極微振
動を検知するシステムを実現する。これにより、例えば橋梁の振動を橋脚根元付近に取り付け
た装置で計測可能となり、その振動スペクトルから健全性の診断を可能とする。さらにこの技
術は振動を駆動源とする環境発電分野への展開も期待される。
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要素技術タイプ

平成25年度採択開発課題

原子分解能の元素・状態分析用Ｘ線STM開発
チームリーダー／所属・役職

齋藤　彰
大阪大学
大学院工学研究科
准教授

サブリーダー／所属・役職
－

その他参画機関
－

開発概要
X線による内殻励起を利用し、原子分解能で元素・化学状態を分析できるSTMを開発する。本チー
ムリーダーがSPring-8で蓄積してきた「放射光STM」の技術・ノウハウを元に、新たな集光
光源を組み合わせ、分析能力を飛躍的に拡張する。放射光施設以外に広く実験室系でも原子分
解能の化学分析ができる「X線STM」を標準化するとともに、分析のみならず、元素選択的な
局所反応制御とその計測も可能にすることを目指す。

細胞内蛋白質の無侵襲原子レベル立体構造解析技術の開発
チームリーダー／所属・役職

杤尾　豪人
京都大学
大学院理学研究科
教授

サブリーダー／所属・役職
－

その他参画機関
（独）理化学研究所

開発概要
核磁気共鳴法（NMR）は、蛋白質の立体構造を原子分解能で決定できる手法である。しかし、
その計測対象は、あくまで、精製・純化した試験管内の試料に限られてきた。NMRは、本来、
細胞や生体に対して無侵襲な計測法である。そこで、本開発では、NMRを使って生きた細胞内
の蛋白質の立体構造や相互作用、ダイナミクスを無侵襲に計測する手法を開発する。これにより、
細胞内での蛋白質の働きや薬剤との相互作用などの解明が進み、医薬研究への貢献が期待される。

マルチモーダル発光イメージングシステムの開発
チームリーダー／所属・役職

永井　健治
大阪大学
産業科学研究所
教授

サブリーダー／所属・役職
－

その他参画機関
－

開発概要
励起光の照射を必要としない化学発光観察は、光によって生理機能を制御するオプトジェネティ
クスとの併用が可能であるが、両技術を実時間の分解能で併用することは困難であった。本開
発では、複数の生体分子を光で操作しながら高速かつ長期間、焦点ずれなく複数の生理機能を
化学発光により可視化できる「マルチモーダル発光イメージングシステム」を構築し、これま
でにない多次元機能動態操作観察解析に資する技術を確立する。
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要素技術タイプ

平成25年度採択開発課題

細胞内化学反応解析のための超高速光計測システムの開発
チームリーダー／所属・役職

平岡　泰
大阪大学
大学院生命機能研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

岡田　公太郎
（株）知能情報システム
開発部
エンジニア

その他参画機関
（独）情報通信研究機構
北海道大学

開発概要
生きている細胞内で蛍光強度変動を高速で計測するために、超伝導単一光子検出器（SSPD）
と高速相関器を蛍光相関顕微鏡に実装し、超高速光計測システムを開発する。可視波長域で感
度の高いSSPDおよびSSPDの出力速度に対応できる１ナノ秒程度の時間分解能を持つ高速相
関器を実現することにより、蛍光寿命変化の検出を可能とし、これによりタンパク質や核酸の
分子動態や生化学反応の計測を可能とする。 

NMR用無冷媒バルク超電導磁石と専用小型プローブの開発
チームリーダー／所属・役職

仲村　高志
（独）理化学研究所
グローバル研究クラスタ
連携支援ユニット
専任技師

サブリーダー／所属・役職

内海　博明
（株）JEOL RESONANCE
ソリューションマーケティング部
副主幹研究員

その他参画機関
（株）イムラ材料開発研究所
筑波大学
岩手大学

開発概要
バルク超電導体は、冷凍機による50Kの伝導冷却で5T（テスラ）以上の無冷媒磁石にできる。
このバルク磁石を用いて広領域に対応したNMR・MRI用プローブを新規開発する。磁石の均一
磁場の向上と、それに合わせた高分解能の溶液NMR、固体NMR、およびマイクロMRIプロー
ブをそれぞれ開発し、資源の枯渇が心配されている液体ヘリウムなしで稼働できる、省スペース、
省エネルギーの新しいNMR・MRI基盤を創造する。

バイオ分子構造解析用マスフィルター・質量分析器の開発
チームリーダー／所属・役職

野島　雅
東京理科大学
総合研究機構
講師

サブリーダー／所属・役職

堀田　昌直
（同）オフィスタンデム
代表

その他参画機関
（株）アンペール
兵庫県立大学
日本大学 

開発概要
我が国発のこれまでにない原理で動作する質量分離器を開発する。本要素技術は、小型軽量な
がらマスレンジ１～40,000AMUまでの質量を選択することができ、マスフィルターとしても
質量分析器としても応用が可能である。マスフィル
ターとしては、クラスターイオンビームの収束特性
を損なうことなくクラスターサイズを選択すること
ができる。これにより、バイオ分析時のフラグメン
トイオン種を自由に操作することが可能になる。ま
た、連続ビームでMS/MSやMSn質量分析が可能と
なるため、迅速なバイオ分子構造解析が可能となる。

開発する新しい原理を用いたサイクロイド質
量分析器（イメージ図）
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要素技術タイプ

平成24年度採択開発課題

微粒子光検出によるエキソソーム高精度定量技術の開発
チームリーダー／所属・役職

糸長　誠
（株）JVCケンウッド
新事業技術戦略部
シニアスペシャリスト

サブリーダー／所属・役職

加部　泰明
慶應義塾大学医学部
専任講師

その他参画機関
－

開発概要
疾患の種類あるいは状態に応じて体液中における分泌量が変化するエキソソーム等を高感度・
高精度に定量計測する技術を開発します。エキソソームを粒子径200nmの機能性（磁気）微
粒子によって標識化し、エキソソームの選択的な捕捉が可能な微細構造を持つ機能性光ディス
ク上において、高速光ピックアップ走査によって１粒子単位で機能性微粒子を超高感度に計数
し、エキソソームの高精度定量を目指します。

CFRPを用いた超軽量精密光学素子の開発
チームリーダー／所属・役職

國枝　秀世
名古屋大学大学院理学研究科
教授（副総長）

サブリーダー／所属・役職

浜田　高嘉
玉川エンジニアリング（株）
技術部部長

その他参画機関
愛媛大学
名古屋大学（複合材工学研究センター、
素粒子宇宙起源研究機構）

開発概要
高精度の大型X線望遠鏡は宇宙科学を推進するために必須ですが、その要素技術はいまだに開
発途上にあります。本開発では、軽量で強度・形状安定性に優れた炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）に着目し、超軽量高精度反射鏡に必要な、精密成形技術確立を目指します。本開発
により、医療応用可能なX線素子も視野に、波長を問わず大型望遠鏡製作や、安価で高性能の
反射鏡を量産することも可能となります。また、CFRP上での皮膜形成は精密金型製作にも応
用が期待されます。

マイクロ秒分解能・表面張力スペクトロメータの開発
チームリーダー／所属・役職

酒井　啓司
東京大学生産技術研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

里見　秀人
京都電子工業（株）
開発推進部・製品企画課課長

その他参画機関
－

開発概要
液体表面張力の時間変化を10μ秒の時間分解能で追跡できる表面張力スペクトロメータを開発
します。この時間分解能はインクジェットや高速印刷、噴霧など、現在の重要な微小液体プロ
セスの典型的な時定数ですが、従来の手法では高々１msの分解能が限界でした。本課題では、
申請者の独自開発による微小液滴ハンドリング技術により、必須の物性値である「時間変化す
る表面張力」の測定を可能にし、当該分野における装置設計や現象解析に強力なツールを提供
します。
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要素技術タイプ

平成24年度採択開発課題

エネルギー認識型Ｘ線画像検出器開発と機能材料３次元局所分布分析への展開
チームリーダー／所属・役職

豊川　秀訓
公益財団法人高輝度光科学研究センター
制御・情報部門　主幹研究員

サブリーダー／所属・役職

末永　敦士
豊和産業（株）
取締役

その他参画機関
（独）宇宙航空研究開発機構

開発概要
白色Ｘ線回折は結晶方位を調整しなくても簡便に回折光を捉えられるという利点があるにもか
かわらず、放射光実験への応用は限定されており、精密構造解析には通常単色Ｘ線が使われて
います。本課題では、強度のみならずエネルギーの空間分布を同時に測定できるエネルギー認
識型画像検出器を開発することでこの常識を覆し、白色Ｘ線マイクロビームによる精密構造解
析法を開拓します。これにより、電子線や単色Ｘ線の利用技術では困難であった材料特性の不
均一性を評価するための多結晶組織の３次元顕微観察技術の確立を目指します。

マルチカラーライブセル超解像イメージングを可能とする蛍光プローブの開発
チームリーダー／所属・役職

廣瀬　謙造
東京大学大学院医学系研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

丸山　健一
五稜化学（株）
代表取締役

その他参画機関
（株）ニコン

開発概要
生細胞内での複数の生体分子の動態をナノメートルオーダーの空間解像度でリアルタイムに可
視化、解析するために新発想に基づく蛍光プローブ開発を行います。本開発によりマルチカラー
ライブセル超解像イメージングが可能となり、生きた細胞内で分子のナノレベルの配置に着目
した細胞機能解析が実現します。この結果、がんや生活習慣病、精神疾患など多くの疾患に対
する従来にない視点からの創薬、治療戦略の開発が見込まれます。

超広帯域コヒーレント赤外分光技術の開発
チームリーダー／所属・役職

藤　貴夫
自然科学研究機構分子科学研究所
准教授

サブリーダー／所属・役職

三村　榮紀
ファイバーラボ（株）
代表取締役社長

その他参画機関
－

開発概要
高効率でかつ広帯域な波長変換技術と高繰り返し赤外フェムト秒ファイバーレーザーを組み合
わせることによって、テラヘルツから近赤外領域までコヒーレントな赤外光を発生させ、それ
を光源とした新しいコンセプトの分光システムを構築します。分子振動に敏感な赤外スペクト
ルをこれまでにないほど高速に取得できるようになり、気体を含めたあらゆる物質の詳細な分
析から医療など幅広い分野への応用が期待されます。

超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発
チームリーダー／所属・役職

拝師　智之
（株）エム・アール・テクノロジー
代表取締役

サブリーダー／所属・役職

久恒　辰博
東京大学大学院新領域創成科学研究科
准教授

その他参画機関
筑波大学

開発概要
国内技術で実現できる高磁場マウス用MRIの一般化
を目指します。既設NMR装置の超伝導磁石で随時
MRI化できるMRIユニット（分光器、勾配磁場コイル、
RFコイル他）を開発します。そのため、勾配コイル
に発生する強大なローレンツ力に対抗できる立体的
コイルを銅材から形成します。既設NMR装置の静磁
場均一度の限界をMRI評価し、生体マウスの撮像評
価fMRI等による利用を目指します。
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要素技術タイプ

平成24年度採択開発課題

近接場偏光顕微技術の開発
チームリーダー／所属・役職

保坂　純男
群馬大学大学院理工学府
特任教授

サブリーダー／所属・役職

三浦　健
（株）ユニソク
研究開発部係長

その他参画機関
－

開発概要
10nm以下の磁区分布計測は、スピン偏極電子顕微鏡で行われていますが、試料作製の複雑さ、
装置の簡素化などに大きな課題があります。本課題では、新たにプラズモン励起近接場光探針
を用いた近接場偏光顕微鏡（SNPM）技術を開発し、簡易装置で10nm分解能を持つ磁気特性
評価手段であることを実証します。

プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測技術の開発
チームリーダー／所属・役職

本間　敬之
早稲田大学先進理工学部
教授

サブリーダー／所属・役職

三田　正弘
（株）協同インターナショナル
電子部技術次長

その他参画機関
－

開発概要
材料・デバイスの最表面から界面までの分子構造や化学反応を、簡便かつオングストロームレ
ベルの極めて高い深さ分解能で計測する手法の開発を目指します。特に他の手法では困難な、
固液界面における静的および動的その場観察を0.1nmの深さ分解能で実現することを目指しま
す。本手法は非常に汎用性に優れ、精密めっきプロセス、蓄電池や燃料電池の電極反応の解析
をはじめ、太陽電池、触媒合成、光触媒、各種半導体デバイスなどにおける材料開発や反応プ
ロセス設計の高度化、さらには細胞膜観察などを通じてバイオ分野における医薬品開発にも応
用が期待されます。

サブテラヘルツ帯アクティブイメージング用照明系の開発
チームリーダー／所属・役職

松山　賢
東京理科大学
総合研究機構火災科学研究センター
准教授

サブリーダー／所属・役職

清水　直文
日本電信電話（株）
先端集積デバイス研究所
ソーシャルデバイス基盤研究部
主任研究員

その他参画機関
－

開発概要
煙・熱による過酷な環境下である火災現場において、建物内の目標地点を容易に可視化する技
術が確立されれば、よりスムーズな救助・検索および消火活動の実現が期待できます。サブテ
ラヘルツ帯電磁波は、煙霧中で透過性が高く、煙の立ち込めた地点の可視化に最適な電磁波です。
従来、この周波数帯はパッシブイメージングが主流でありましたが、火災現場においては高温
の物質や煙が熱輻射源として支配的であるため、明瞭な被写体の像を得ることが困難でした。
この課題の解決にはアクティブイメージングが必須であり、本課題では、そのキーコンポーネ
ントである、低干渉性で十分な輝度を有する照明用テラヘルツ波発生器の開発を目指します。

位相差走査型透過電子顕微鏡要素技術の開発
チームリーダー／所属・役職

箕田　弘喜
東京農工大学工学部
准教授

サブリーダー／所属・役職

飯島　寛文
日本電子（株）
EM事業ユニットEM第２技術グループ第１チーム
副主任

その他参画機関
－

開発概要
走査型透過電子顕微鏡に位相差電子顕微鏡法を応用することを可能にするための要素技術開発
を目指します。本課題により、電子との相互作用が小さく、高い電子信号を得ることが難しい
軽元素からの電子信号を増強させ、生物試料の構造解析における定量性を向上するとともに、
材料科学における構造解析や局所化学組成分析の性能向上を目指します。
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要素技術タイプ

平成24年度採択開発課題

疾患遺伝子探索用の病態モデル細胞作成・解析技術の開発
チームリーダー／所属・役職

村田　昌之
東京大学大学院総合文化研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

武田　一男
（株）オンチップ・バイオテクノロジーズ
取締役開発部長

その他参画機関
－

開発概要
先端計測技術をサポートする新規の細胞側システムと、その作製をサポートするデバイスを開
発します。提案者が開発したセミインタクト細胞リシール法を用い、病態細胞質環境をもつ「病
態モデル細胞」を作製します。その細胞システムを用い、時系列的な遺伝子解析を行うことに
より、病態発現「初期」に動く遺伝子群を同定し、細胞機能攪乱を指標にその遺伝子機能を検
定します。最終的に、汎用性のある創薬・診断支援システムとしての「病態モデル細胞」の開
発を目指します。

プローブスキャン方式高速AFM用スキャナーの開発
チームリーダー／所属・役職

森居　隆史
（株）生体分子計測研究所
取締役

サブリーダー／所属・役職

安藤　敏夫
金沢大学数物科学系
教授

その他参画機関
－

開発概要
現状の高速原子間力顕微鏡（高速AFM）は、試料を走査するサンプルスキャン方式を採用して
いるため試料サイズに制限があり、これがアプリケーションの幅を著しく狭めています。本課
題では、プローブスキャン方式の高速AFM用スキャナーを開発し、高速AFMを、単に表面形
状観察装置という位置付けではなく、固液界面反応の動的解析装置として、生命科学分野にと
どまらず工業材料一般にも広く適用できる汎用のツールとして進化させることを目指します。

ラボベース軟X線光源用大開口・回転体集光ミラーの開発
チームリーダー／所属・役職

三村　秀和
東京大学大学院工学系研究科
准教授

サブリーダー／所属・役職

橋爪　寛和
夏目光学（株）
テクノロジーセンター所長

その他参画機関
－

開発概要
高輝度ラボベース軟X線光源を最大限活用す
るためには、発散するX線を集めることがで
きる大開口・回転体Ｘ線ミラーが有効です。
しかし、理想的なX線ミラーには、シングル
ナノメートルの極限の精度が必要であるた
め実現されていません。本課題では、3次元
ナノ精度加工、常温電鋳法、3次元形状評価
法、追加成膜形状修正法を開発することによ
り、理想的な性能を有する回転体軟X線集光
ミラーを世界にさきがけて実現するとともに、
将来の軟X線顕微鏡開発を視野に入れ、X線ミ
ラーの設計・作製・評価を行います。
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要素技術タイプ

平成23年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職 開発概要

池滝　慶記
オリンパス（株）
医療技術開発第一本部
主任研究員
その他参画機関

－

3次元超解像顕微鏡用照明光学系の開発

チームリーダー／所属・役職 開発概要

小澤　岳昌
東京大学大学院理学系研究科　
教授
その他参画機関

－

3次元発光イメージングシステムの開発

生命科学の研究現場では、細胞内の生命現象を司るサイズ100nm以下のオルガネラの機能を分
析できるツールが強く求められています。本課題では、蛍光抑制効果を用いた超解像顕微法におい
て、横および深さ方向の分解能を同時に向上できる照明光学系を開発します。本光学を市販のレー
ザー走査型顕微鏡を搭載し、オルガネラを空間的に2点分解できる立体分解能をもつ3次元超解像
顕微鏡システムを実現することを目標とします。

生物発光タンパク質（ルシフェラーゼ）は、生理現象を可視化するツールとして広く活用されていま
す。しかし、現在の発光イメージングは2次元画像しか取得できず、深度に関する情報を得ることは
困難です。本課題では、光で発光のスイッチングが可能な「Photo-activatableルシフェラーゼ」を
開発し、サブミクロンオーダーの3次元発光イメージングシステムを構築します。本技術は、基礎生
命科学研究のみならず医学研究や医薬品開発において汎用的な装置となることが期待されます。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

有吉　誠一郎
豊橋技術科学大学
環境・生命工学系
准教授
その他参画機関

山形大学
埼玉大学
（独）理化学研究所

テラヘルツ帯2次元フーリエ分光用力学インダクタンス検出器の開発

テラヘルツ帯での2次元分光技術は、ソフトマテリアルなどの物性研究や応用開拓のために有効な
可能性を秘めた技術です。本課題では、2次元フーリエ分光システムへの適用を念頭に置き、従来の
半導体ボロメータに比べて1桁以上の優れた検出感度と高速応答を併せもつ超伝導・力学インダク
タンス検出器アレイを開発し、2次元フーリエ分光の実現に不可欠な要素技術を確立します。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

澤田　誠
名古屋大学環境医学研究所　
所長・教授
その他参画機関

－

本課題は、現状では解像度が300μｍ程度である質量
分析（ＭＳ）イメージングを、既存のケミカルプリンター
とすでに開発した「特定細胞分析技術＋座標再現機能」
搭載レーザーマイクロディセクション顕微鏡とを融合さ
せることによって、普及型ＭＡＬＤＩ ＴＯＦ質量分析装置に
対応する汎用ＭＳイメージングの1,600倍高解像度化
ユニットを作成し、病理診断や細胞診断、再生医療にお
ける単一細胞分析などの高精度ＭＳイメージングに資
する技術を開発します。

サブセルラー分析対応高解像質量分析イメージング試料調製技術の開発

サブセルラー分析対応高解像度質量分析イメージング試料調製技術の概
要：ケミカルプリンターと特定細胞分析技術＋座標再現機能搭載レーザ
ーマイクロディセクション顕微鏡とを融合させ、ＭＡＬＤＩ ＴＯＦ質量分析装
置を汎用ＭＳイメージング装置として利用する技術を開発します。
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要素技術タイプ

平成23年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職 開発概要

中村　光廣
名古屋大学エコトピア科学研究所
教授

その他参画機関
－

大型構造物を高速に透視するための原子核乾板要素技術の開発

チームリーダー／所属・役職 開発概要

由井　宏治
東京理科大学理学部　
教授

その他参画機関
－

分子識別3次元立体/断層画像計測用誘導ラマン散乱光干渉計の開発

宇宙線を用いて大型構造物を高速に透視するための原子核乾板要素技術の開発を行います。具体
的には、毎時1平方メートルを読み取れる超高速原子核乾板読み取り技術と、目的に最適な原子核
乾板の製造技術を開発します。これにより、直接観測が難しい火山、熔鉱炉などの大型構造物の3次
元内部構造が1日程度の短時間で調査可能となり、原子炉内部状態の透視などにも応用が期待され
ます。

誘導ラマン散乱光のもつ位相コヒーレンスに着目し、医療・工業・情報分野における3次元立体像や
断層像に用いられるホログラフィやトモグラフィに応用可能なヘテロダイン誘導ラマン散乱光干渉
計を開発します。最大の特徴は、分子の指紋領域におけるラマン散乱光の強度だけでなく、光干渉に
より位相も記録することで、分子識別ホログラフィ・トモグラフィ計測技術が実現できることにありま
す。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

花岡　健二郎
東京大学大学院薬学系研究科
准教授

その他参画機関
－

次世代型蛍光プロープの創製を目指した新規蛍光団の開発

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
光プロープ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ました。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します。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ます。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

須川　成利
東北大学大学院工学研究科
教授

その他参画機関
ラピスセミコンダクタ宮城(株)
(株)島津製作所

広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子の開発

原子レベルで表面が平坦化されたシリコンを用い、波長200～1,100nm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、広光波長帯域・高感度・高信頼性光センサと、それを利用した撮像素子を開
発します。本開発により、各種分光分析機器の検出部の高精度化・長寿命化が可能となり、また紫外
光を用いた高速撮像への応用が期待されます。
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要素技術タイプ

平成22年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職 開発概要

内山　聖一
東京大学大学院薬学系研究科　助教

その他参画機関
奈良先端科学技術大学院大学

細胞内温度計測用プローブの開発

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します。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します。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

大塚　浩二
京都大学大学院工学研究科　教授

その他参画機関
弘前大学

簡易操作型電気泳動チップによるバイオ分析技術の開発

微量生体試料の電気泳動分離を簡便な操作で実現するためのマイクロデバイスを開発します。直線
状微小流路の注入口に試料溶液を滴下し、単電圧を印加するだけで試料成分を濃縮・分離できる要
素技術を進展させ、検出感度を１０，０００倍以上に向上させます。さらに、チャネルアレイデバイスお
よび二次元分離デバイスへと発展させ、ＭＳ検出との統合により生体機能解析のハイスループット化
に貢献できるシステムの構築を目指します。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

岡田　哲男
東京工業大学大学院理工学研究科　
教授
その他参画機関

－

キラルアイスクロマトグラフィーの開発

本課題では、化学反応を全く介さないキラルカラムの調製を実現し、安価でリサイクル可能な環境
調和性の高いキラルカラムの多量供給を可能とし、さらに従来よりも高いキラル選択性をもつクロ
マトグラフィー固定相を実現します。アイスクロマトグラフィーを基礎とするキラル氷固定相の開発
とその有効な使用方法の確立によりその目標を達成し、さらにその機能、適用範囲、汎用性の拡大、
実用性の向上を図ります。

チームリーダー／所属・役職

大野　雅史
東京大学大学院工学系研究科　
特任助教

その他参画機関
－

超伝導転移端センサによる革新的硬Ｘ線分光技術の開発
開発概要

高エネルギーＸ線領域での高エネルギー分解能エネルギー分散型分光技術は重元素の分析に有
効な可能性を秘めた技術です。本課題では、核物質計量管理、保障措置への応用を念頭に置き、従
来のゲルマニウム半導体検出器に比べ２０倍以上優れたエネルギー分解能と高速性を有するフォ
ノン計測を検出原理とする超伝導転移端マイクロカロリメータアレイ検出器を用いた超高分解能
エネルギー分散型Ｘ線計測技術を開発し、革新的重元素微量元素分析を実現します。

硬X線、γ線検出用超伝導転移端
マイクロカロリメータ
（左）超伝導イリジウム薄膜温度センサ上に鉛製放射
線吸収体を搭載した検出素子部

器幅増号信DIUQS-cd hc2と子素出検のつ２）右（
を組み込んだ信号検出システム
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要素技術タイプ

平成22年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職

馳澤　盛一郎
東京大学大学院新領域創成科学研究科　
教授

その他参画機関
東京理科大学

開発概要

生物画像のオーダーメイド分類ソフトウェアの開発

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ます。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を
開発します。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
ることが期待されます。

チームリーダー／所属・役職 開発概要

下山　勲
東京大学大学院情報理工学系研究科/
IRT研究機構　教授

その他参画機関
－

内視鏡のための単眼三次元異種情報計測システムの開発

本課題では、従来の内視鏡用の撮像系で不可能であった、病巣の可視光画像、蛍光画像および距離
情報を同時に計測し、病巣の三次元形状および内視鏡との位置・姿勢関係を三次元画像として提示
する単眼三次元異種情報計測システムを開発します。この計測システムは、各画像・情報を１つの光
軸上で同時に計測することで、３種類の画像の対応が明確となり、位置ズレなく、画像が統合可能に
なるという特徴を持ちます。

進化型計算と自己組織化写像による
染色体蛍光画像のオーダーメイド分類の例
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要素技術タイプ

平成22年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職 開発概要

松山　智至
大阪大学大学院工学研究科　
助教

その他参画機関
－

４枚の非球面ミラーを用いた結像型硬Ｘ線顕微鏡の開発

非球面ミラーを形状精度１ｎｍ レベルで作製し、これら４枚を高精度に組み合わせることで、硬X線
領域において高い分解能を実現するアクロマティック結像光学系を構築し、これによって結像型硬Ｘ
線顕微鏡を開発します。本顕微鏡によって試料内部を二次元（もしくは三次元）で高分解能観察しな
がら、同時にＸ線分光分析を行うことで、試料の形状だけでなく状態をも調べられる新しいＸ線顕微
分光法が開拓されるものと期待されます。

波長角度同時分散型時分割Ｘ線反射率計の開発
チームリーダー／所属・役職

松下　正
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
名誉教授

その他参画機関
東京学芸大学
近畿大学

開発概要
薄膜の厚さ、薄膜表面垂線方向の精密電子
分布、表面・界面の粗さなどのナノ～サブ
ナノメートルスケールでの構造評価に広く
利用されているＸ線反射率測定法において
反射率曲線全体を同時にかつサブ秒～ミリ
秒の時間分解能で連続的に測定できる新し
い時分割Ｘ線反射率計を開発します。これ
により薄膜などにおける環境の急激な変化
や外的刺激による構造変化の実時間追跡を
可能とし、機能性薄膜や表面・界面での機
能出現と構造変化の関連を動的に研究する
手段を提供します。
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要素技術タイプ

平成22年度採択開発課題

チームリーダー／所属・役職

渡辺　賢一
名古屋大学大学院工学研究科　准教授

その他参画機関
九州工業大学

熱-熱外中性子用高効率シンチレータ検出器の開発
開発概要

本課題では、中性子断面積の大きなリチウムを含んだ中性子用シンチレータ結晶の高品質化・大
型化とシンチレーション発光特性の違いを利用した信号波形処理法に基づく中性子－ガンマ線弁
別法の開発を進めることにより、熱中性子および熱外中性子に対し高い感度を持ちつつ、ガンマ線
起因の信号を除去可能な中性子検出器を実現します。

育成したLiCAF 結晶の外観
（左）と信号波形処理に基づ
く中性子－ガンマ線弁別の
一例

チームリーダー／所属・役職 開発概要

姚　閔
北海道大学大学院先端生命科学研究院　
教授

その他参画機関
－

対称を利用したタンパク質結晶化促進タグの開発

Ｘ線結晶構造解析法は、タンパク質分子の立体構造を原子の分解能で正確に決定するための最も
優れた方法ですが、結晶化という障壁を乗り越えなければなりません。一般に、対称性の高い分子
は結晶化確率が高いことが、理論的にも統計的にも証明されています。この事実に基づき、本開発
では、タンパク質分子を２量体化あるいは３量体化することで分子に２回あるいは３回軸対称を付
与し、結晶化を促進するような要素技術（ペプチド性タグ）の開発を目指します。

19
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平成25年度採択開発課題

超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発
チームリーダー／所属・役職

井口　哲夫
名古屋大学
大学院工学研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

安達　弥永
積水メディカル（株）
薬物動態研究所
副所長 兼 試験研究部長

その他参画機関
－

開発概要
ヒトに投与した極微量放射性炭素同位体（14C）標識化合物の体内動態を評価するための超高感
度迅速14C分析装置の開発を行う。高感度14C分析に適したファイバーレーザーの開発と、それ
を用いたキャビティーリングダウン分光に基づく14C標識化合物分析により、14Cに対し検出感
度0.1dpm/mLを達成する。本装置開発により、医薬品開発早期でのヒト薬物動態評価が可能
となり、医薬品開発の低コスト化とリードタイムの大幅短縮に貢献できる。

深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

河田　聡
大阪大学
大学院工学研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

小林　実
ナノフォトン（株）
開発担当GM

その他参画機関
（独）理化学研究所

開発概要
光の回折限界を超えた高い分解能でナノ構造を観察する近接場顕微鏡を深紫外域に展開し、細
胞内生体有機分子の分布、最先端半導体デバイス、ナノ材料の新しい観察分析評価装置として
の役割を目指す。アルミニウムを用いたナノプローブを設計・製造開発し、従来、可視域でし
か実現されていなかった表面プラズモンポラリトンを紫外域に励起する。10nm以下の空間分
解能、１分子レベルの検出感度、99%以上のイメージング再現性を目標とする。

細胞内１分子スクリーニングシステムの開発
チームリーダー／所属・役職

上田　昌宏
（独）理化学研究所
生命システム研究センター（QBiC）
グループディレクター

サブリーダー／所属・役職

桝田　秀
（株）ニコンインステック
バイオサイエンス営業本部 西日本営業部
ゼネラルマネジャー

その他参画機関
大阪大学（医、工、免疫センター）

開発概要
日本が先駆けて実現した、細胞内で１分子の振る舞い
を分析する手法（細胞内１分子動態解析）を応用し、
分子動態の変化に基づく新しい指標による、薬剤や疾
病因子の「細胞内１分子スクリーニングシステム」を
開発する。１分子技術は創薬や医療など生命科学分野
の強力な手法となり得るものであり、自動化やプロセ
スの統合によって、懸案である計測・解析の効率を大
幅に向上させ、網羅的分析が可能なハイスループット
システムの実現を目指す。

「細胞内１分子スクリーニングの開発：１分子イメー
ジングを応用した新規計測機器の実現を目指す」
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小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発
チームリーダー／所属・役職

田中　敬二
九州大学
大学院工学研究院
教授

サブリーダー／所属・役職

岩倉　宗弘
九州計測器（株）
技術部
部長

その他参画機関
－

開発概要
１nmから100μm厚みの有機・高分子薄膜の厚さと断面密度分布の変化をミリ秒の時間分解
能でリアルタイム計測できる、ポータブルな環境制御型薄膜解析装置を開発する。ナノ・マク
ロの同時計測、かつ、種々の環境下での時分割計測を実現することで、グリーン分野における
材料開発とプロセス制御、例えば、エネルギーデバイス界面反応と物質移動制御への貢献が期
待できる。また、細胞膜と内部への反応伝播など、バイオ分野の挙動制御への貢献も期待できる。

マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発
チームリーダー／所属・役職

波多　聡
九州大学
大学院総合理工学研究院
准教授

サブリーダー／所属・役職

古河　弘光
（株）システムインフロンティア 
取締役・副社長

その他参画機関
筑波大学
東北大学

開発概要
透過電子顕微鏡で動的な自然物理現象を４次元観察するシステムを開発する。時間分解型３次
元動画像の収録を可能とする連続傾斜像撮影技術と３次元画像再構成ソフトウェア、及び試料
のその場観察が可能なトモグラフィー対応試料ホルダーを開発し、これらソフトウェアとハー
ドウェアの融合により、ナノスケール変形挙動の４次元観察の実現を目指す。エネルギー問題
や元素戦略で注目を集める先端材料、さらには生命科学の研究開発現場への波及が期待される。

超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

原　徹
（独）物質・材料研究機構
表界面構造・物性ユニット
主幹研究員

サブリーダー／所属・役職

田中　啓一
（株）日立ハイテクサイエンス
解析技術部解析応用技術課
主任

その他参画機関
九州大学
（独）宇宙航空研究開発機構
大陽日酸（株）
（独）産業技術総合研究所
（株）日立ハイテクノロジーズ

開発概要
透過型電子顕微鏡観察において、試料の構成元素分布を現在よりはるかに高い精度・感度で計
測するために、超伝導遷移端センサをＸ線検出器として応用する分析電子顕微鏡を開発する。
本装置により、透過型電子顕微鏡の高い空間分解能を活かしつつ、高い精度・感度での元素分
布マップ取得が可能になる。組織・組成が複雑化する材料開発の分野だけでなく、医学生物学
系等の幅広い分野の研究に貢献する、世界をリードする基盤的な観察・分析装置となることが
期待される。
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平成25年度採択開発課題

位相敏感高感度Ｘ線非破壊検査機器の開発
チームリーダー／所属・役職

百生　敦
東北大学
多元物質科学研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

栗林　勝
（株）リガク
X線機器事業部 XRD開発設計部
XG要素技術課 
課長

その他参画機関
－

開発概要
チームリーダーらはこれまで、Ｘ線透過格子を用いる高感度Ｘ線イメージング技術の開発によ
り、Ｘ線が弱吸収物体を透過する際に生じる僅かな屈折をとらえる高感度撮影を可能としてき
た。生体軟組織に有効であることを活かして、これを医用画像機器に適用する開発を行ってき
たが、さらに高分子を含む材料・デバイスなどの工業生産管理や安心・安全を目的としたＸ線
非破壊検査のため、高速撮影が可能なオンライン検査機器、および、高空間分解能三次元撮影
が可能な精密検査機器の実用化開発を行う。



機器開発タイプ

23

平成24年度採択開発課題

救急および災害現場で用いるポータブル血液検査装置の開発
チームリーダー／所属・役職

粟津　浩一
（独）産業技術総合研究所
電子光技術研究部門
副部門長

サブリーダー／所属・役職

藤後　達也
オプテックス（株）
ビジネス開発本部環境計測部
部長

その他参画機関
日本大学

開発概要
救急治療室あるいは大災害発生時の現場において、迅速な患者の血液検査は手術や輸血のため
に不可欠です。本課題では、携帯型で電源不要の血液検査装置を開発し、ABO とRh（D）血液
型（オモテ検査とウラ検査）、HBs、HCV、HIV, 梅毒の有無をその場でスクリーニングするこ
とを可能とします。イムノクロマトグラフィーやSPRと比べて桁違いに感度が高く、環境安定
性のある導波モードセンサ技術を基盤として、チップや光学系の小型集積化、チップ上での抗
原抗体反応、全血の分離、赤血球と血清のマイクロ流路内での撹拌、混合方法等の開発を目指
します。

親指サイズの超小型赤外分光断層イメージング装置の開発
チームリーダー／所属・役職

石丸　伊知郎
香川大学工学部
教授

サブリーダー／所属・役職

林　宏樹
アオイ電子（株）
第3技術部　主査

その他参画機関
香川県産業技術センター

開発概要
本プログラム「要素技術タイプ」で得られた成果をもとに、人に優しい光を用いた、日常生活
空間での疾患病態モニタリング装置を開発します。これは、世界初の親指サイズの超小型赤外
分光断層イメージング技術による、生体組織の形態と成分の同時計測装置となります。これに
より、家庭内で使用する無侵襲血糖値センサーや、身近なクリニックで受診できる眼底カメラ
による網膜変性症の検査装置の実現が期待されるとともに、軟性内視鏡に搭載した胃がんの浸
潤度測定技術などの開発も期待されます。

生細胞ナノ空間構造解析用Cryo-FLM-in lens-S（T）EMの開発
チームリーダー／所属・役職

臼倉　治郎
名古屋大学理学研究科
研究員（名誉教授）

サブリーダー／所属・役職

二村　和孝
（株）日立ハイテクノロジーズ
科学・医用システム事業統括本部
事業戦略本部 科学システム事業戦略部
部長

その他参画機関
日本女子大学

開発概要
本開発では、タンパク質分子の細胞内その場構造解析とそれら複合体の空間構造解析をするた
め、次世代Cryo-FLM-in lens-S（T）EMを開発します。本装置では、凍結試料の明視野、暗視
野高分解能STEM像、表面の二次電子像、反射電子像の極低温同時記録、およびこれに対応す
る蛍光顕微鏡像が取得できることを目標としています。本装置は、生命現象、病気の成因の解
明のために不可欠であり、医学生物学分野での利用はもとより、創薬、化粧品、食品の分野に
おいても利用が期待されます。

超高感度・超高分解能パッシブ型THz近接場顕微鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

梶原　優介
東京大学生産技術研究所
講師

サブリーダー／所属・役職

河村　賢一
（株）東京インスツルメンツ
商品開発室　室長

その他参画機関
－

開発概要
提案者らは、単一光子レベルの感度を持つTHz 検出器（CSIP）を世界で初めて開発しました。
さらに、CSIPを導入した近接場顕微鏡を構築し、外部照射を使用せず（パッシブに）常温物質
が発するテラヘルツ波を検出し、平衡状態にある格子や分子、さらに電子の運動状態をナノス
ケールで直接観察することに世界で初めて成功しました。本課題では、要素技術であるCSIP検
出器および近接場顕微鏡の性能を大幅に発展させ、数値シミュレーションでしか示すことがで
きなかった物質や分子のダイナミクスを直接観察できる、究極のテラヘルツ近接場顕微鏡の実
現を目指します。
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質量分析用超臨界流体抽出分離装置の開発
チームリーダー／所属・役職

馬場　健史
大阪大学大学院工学研究科
准教授

サブリーダー／所属・役職

冨田　眞巳
（株）島津製作所
分析計測事業部LC ビジネスユニット
部長

その他参画機関
神戸大学
宮崎県総合農業試験場

開発概要
臨床診断や食品の安全性検査などにおいて世界をリードするには、多検体のハイスループット
スクリーニングを可能にする革新的な分析装置が必要です。本課題では、超臨界流体の特性を
生かした自動多検体処理型抽出－分離密閉オンラインユニットを構築し、ハイスループット・
高感度・高分離能の質量分析用超臨界流体抽出分離装置の開発を目指します。

超音波速度変化を利用した内臓脂肪診断装置の開発
チームリーダー／所属・役職

堀中　博道
大阪府立大学大学院工学研究科
教授

サブリーダー／所属・役職

川口　康
（株）アドバンテスト
新企画商品開発室 STeLS pj
プロジェクトリーダー

その他参画機関
大阪市立大学

開発概要
超音波速度の温度変化を利用するという全く新しい原理を用いた非侵襲内臓脂肪分布測定診断
装置を開発します。現行の超音波画像装置を利用・改良して、リアルタイムで速度変化を検出し、
肝臓の脂肪分布を画像化して、その脂肪量を定量化できる装置を目指します。本装置は短時間
で非侵襲かつ、安価に複数回実施可能な検査法であることから、実地臨床だけでなく、健康診
断にも利用可能で、生活習慣病の早期発見・予防・治療判定に役立つことが期待されます。

超高解像度電気化学イオンコンダクタンス顕微鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

末永　智一
東北大学原子分子材料高等研究機機構
教授

サブリーダー／所属・役職

青柳　重夫
北斗電工（株）
技術開発部　担当部長

その他参画機関
東北大学（多元研、大学院薬学研究科）
首都大学東京
（株）ナノコントロール

開発概要
試料近傍の化学物質の濃度を微小電極により局所的に検出する走査型電気化学顕微鏡（SECM）
は、細胞の呼吸量評価から電池材料まで、幅広い応用が期待されますが、1μmを上回る解像度
の測定は困難でした。本課題では、光学顕微鏡の限界を上回る解像度かつ高速で、化学物質の
局所的な濃度分布を測定可能な「超高解像度電気化学イオンコンダクタンス顕微鏡」の開発を
目指します。本装置により、細胞膜タンパク質の分布状態や神経伝達物質の放出部位の可視化
などが期待されます。

分子構造指標を用いた生体関連分子の細胞内動態観察装置の開発
チームリーダー／所属・役職

三沢　和彦
東京農工大学大学院工学研究院
教授

サブリーダー／所属・役職

林　真澄
ワイヤード（株）
営業技術　代表取締役

その他参画機関
東京医科歯科大学

開発概要
本課題では、従来可視化が困難であった、生体中の低分子化合物の局在分布と動態を、その場
で分子構造を同定しながら画像化する「位相制御コヒーレントラマン顕微鏡」を開発します。
従来技術に比べ、単一の光ビームを顕微鏡に導入するだけですむため、生命科学・医療分野へ
の活用が期待されます。実用研究のモデルケースとして、細胞の電気的興奮や神経伝達現象と、
吸入麻酔薬分子の局在とを同時に観測することを目指します。本装置により、麻酔の分子薬理
メカニズムを解明するための第一歩となる所見が期待されます。
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チームリーダー／所属・役職

藤原　裕之
岐阜大学工学部
教授

サブリーダー／所属・役職

杉本　克雄
大日本スクリーン製造（株）
ＰＶソリューション統括部
担当課長

その他参画機関 開発概要

太陽電池モジュール高精度インライン計測評価装置の開発

チームリーダー／所属・役職

犬飼　潤治
山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター
特任教授

サブリーダー／所属・役職

南雲　雄三
（株）島津製作所
基盤技術研究所
主任研究員

その他参画機関
早稲田大学
慶應義塾大学
みずほ情報総研（株）
パナソニック（株）

燃料電池内３次元反応分布可視化装置の開発
開発概要

発電中の燃料電池膜電極接合体の任意箇所に、必要個数のマイクロサイ
ズの検出プローブを挿入し、アノード、電解質、カソードにかけての平面
および深さ方向の物理量・化学量を高時間（ミリ秒）・空間（マイクロメー
トル）分解能で測定します。シミュレーション技術を用いて、任意運転状
況下の電池内の反応分布を３次元的に明らかにし、各物理量・化学量の可
視化および定量が可能な、これまでにない画期的な３次元計測可視化シス
テムを開発します。

薄膜シリコン太陽電池モジュールの高効率化・低コスト化による飛躍的な
普及拡大を目的とし、太陽電池構成層の非破壊・高精度評価が可能な分
光エリプソメトリー技術を駆使したモジュール製造時のインライン評価技術
と、太陽電池モジュールの局所太陽電池特性を直接評価可能な計測評価
装置を新たに開発し、大面積モジュールに対する構造評価技術を太陽電池
特性評価技術と統合した高精度インライン計測システムの構築を目指しま
す。

チームリーダー／所属・役職

伊藤　悦朗
徳島文理大学香川薬学部
教授

サブリーダー／所属・役職

阪井　八郎
（株）テクノアソシエ　産業機器事業本部　第一営業部
主席

その他参画機関
（株）ビーエル
静岡県工業技術研究所

開発概要

超高感度簡易迅速感染症診断システムの開発

チームリーダー／所属・役職

齊藤　準
秋田大学工学資源学研究科
教授
産学連携推進機構　機構長
サブリーダー／所属・役職

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

その他参画機関
秋田県産業技術センター
日東光器（株）

開発概要

ベクトル磁場検出・高分解能・近接場磁気力顕微鏡の開発

領域非特定型

ここ数年、入院患者やリハビリ患者の院内感染が問題となっています。院
内感染を防ぐには院内に細菌やウィルスを持ち込ませないことが重要です
が、そのためには患者を含む来院者の感染の有無を短時間で判別するこ
とが必要となります。しかし、そのような判別手段は現在は存在しません。
そこで、本プログラム「要素技術タイプ」で得られた成果をもとに、現在
数時間以上も要している診断を10分以内で行える超高感度簡易測定シ
ステムを開発し、感染症の拡大防止を目指します。さらには臨床評価も行
い、医療現場などでの実用化も検討します。

本プログラム「要素技術タイプ」で得られた成果をもとに、探針試料間
の交流磁気力により誘起される探針振動の周波数変調現象を利用して、
従来困難であった試料表面近傍での磁場計測を実現し、世界最高の空間
分解能５ nm 以下を得ることを目指します。また、これまで難しかった磁
場のベクトル計測を、周波数復調時の位相情報処理により実現し、同時に
試料磁極の極性の直接検出を行います。本顕微鏡により、電気自動車用
永久磁石材料、高密度磁気情報デバイス・材料などの研究開発が加速さ
れることが期待されます。

領域特定型
【アクション・プラン対応領域】異相界面におけるパワーフロー現象解明のための計測技術

－
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平成22年度採択開発課題

領域特定型
【一般領域】従来の特性を進化させた高性能レーザーを用いた計測分析システム

領域非特定型

チームリーダー／所属・役職

越川　孝範
大阪電気通信大学工学部　
教授

サブリーダー／所属・役職

後藤　修一
サンユー電子（株）
代表取締役社長

その他参画機関
名古屋大学

開発概要

実用三次元スピン回転偏極電子ビーム装置の開発

本事業「要素技術プログラム」で得られた成果をもとに、スピントロニクスにとっ
て重要な磁性薄膜の高性能化を行うために、高輝度・高偏極・長寿命かつ三次
元に自在にスピン方向を操ることができる従来よりコンパクトな「三次元スピン
回転偏極電子ビーム装置」を開発し、低エネルギー電子顕微鏡（LEEM）に搭載
して高分解能・高速磁区観察を実現します。本開発により、透過電子顕微鏡など
の他の機器にも搭載でき大きな広がりを持つ可能性を持っています。具体的に
は、今まで2機で行ってきた三次元スピン回転を1機で行う新しい「スピン回転
器」の提案を行うなど、機器の実現を図ります。

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
チームリーダー／所属・役職

平等　拓範
自然科学研究機構分子科学研究所
准教授

サブリーダー／所属・役職

古川　保典
（株）オキサイド
代表取締役社長

その他参画機関
東京工業大学

開発概要
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します。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ます。

(a) 内部の構造 (b) プロトタイプの外観

ネオジウムおよびクロムをドープしたYAG（イットリウム-アルミニウム-ガリウム）を素子に用いた受動Qスイッチ構成に、非線
形光学結晶（LBO及び BBO）配置しています。本装置のSHG（第二高調波発生）、FHG（第四高調波発生）特性を評価したところ、
繰り返し100Hzで、波長266nmの光パルスをエネルギー650μJ、パルス幅150psと、尖頭値にして4.3MW以上の記録を達
成し、世界最高の高出力ＵＶマイクロチップレーザー開発に成功しました。

尖頭出力4.3MWの高出力ＵＶ（波長266nm）マイクロチップレーザー
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平成21年度採択開発課題

領域特定型
【一般領域】【応用領域】物質・材料の３次元構造解析及び可視化計測

チームリーダー／所属・役職

寺川　進
常葉大学
健康科学部
教授

サブリーダー／所属・役職

井上　卓
浜松ホトニクス（株）
中央研究所第3研究室　室長代理

その他参画機関
静岡大学
北海道大学

開発概要
液晶空間変調器（SLM）を顕微鏡光学系に組込み、瞳面での波面（位相）制御をする
ことで光学系全体の収差を補正して、広視野高深部に亘って精度の高い３D計測が
できる顕微鏡を開発します。これを基本に、変調器による照射輝点の走査と多点化
を開発します。その応用として2光子法、共焦点法、蛍光相関法、TIRF法などの高
度な機能を持つ顕微鏡を試作検証します。これにより、照明条件などが切り替えら
れ、多様な機能が実現可能となります。

瞳関数制御による高度多機能光学顕微鏡の開発
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平成18年度採択開発課題

領域特定型
【開発領域】ナノレベルの物質構造・状態3次元可視化（機能素子・材料、及び細胞内物質・生体高分子）

チームリーダー／所属・役職

清水　禎
（独）物質・材料研究機構
強磁場ステーション
ステーション長

サブリーダー／所属・役職

斎藤　一功
（株）神戸製鋼所技術開発本部
電子技術研究所　超電導研究室　室長

その他参画機関
（独）理化学研究所
（株）JEOL RESONANCE

開発概要
NMR装置の強磁場化を加速することで、従来困難であった生体高分子
中の酸素、金属原子等の四極子核の計測が可能となり、新薬創製等幅広
い分野での応用が期待されます。本開発では、これまでNMR磁石には
使用が困難とされてきた酸化物系超伝導線材を計測技術の高度化を含
めた磁場安定化システムの開発により適用可能とすることで、1GHzを
超える24T NMRシステムを完成し、その有用性を実証します。

超1GHzNMRシステムの開発



ソフトウェア開発タイプ

チームリーダー／所属・役職

安永　卓生
九州工業大学大学院情報工学研究院

－

教授

サブリーダー／所属・役職

大野　国弘
（株）なうデータ研究所
代表取締役

その他参画機関 開発概要

3次元電子顕微鏡のための画像処理プラットフォームの開発

ｎ

3次元電子顕微鏡のための画像処理プラットフォームの構築を実装しま
す。昨今、電子線トモグラフィー法などの3次元電子顕微鏡ソフトウェ
アにとって、画像処理技術が必須の技術となっています。そこで、個
々の電子顕微鏡制御ソフトウェアから、本プラットフォームで提供す
る画像処理API、およびネットワーク越しの画像処理依頼を実施できる
ものとし、制御ソフトウェアの共通化を行います。

平成23年度採択開発課題

29



実証・実用化タイプ

「次世代質量イメージング用UVマイクロチップレーザー」の実用実証化
チームリーダー／所属・役職

古川　保典
（株）オキサイド
代表取締役社長

サブリーダー／所属・役職

平等　拓範
自然科学研究機構　分子科学研究所
分子制御レーザー開発研究センター
准教授

その他参画機関
新日鐵住金（株）
工学院大学
東京工業大学

開発概要
芳香族系有機物・高分子の分析や含ハロゲン・ヘテロ有機・無機物質の分析へのUVレーザー
応用を目指し、質量イメージング装置および二次イオン質量分析（SIMS）装置で一般的な
ICF70フランジへ簡便に取り付け可能な超小型パルスUV光源の製品化を目指す。開発するUV
マイクロチップレーザーは、高輝度、高パルス出力、高繰返し、超小型であることを特徴とす
るため、先端鉄鋼材料や有機薄膜太陽電池などの質量分析において、光イオン化効率を最大に
利用することが可能である。本開発によって高感度かつ非破壊的光イオン化による質量分析に
おけるUVマイクロチップレーザーの有用性を世界で初めて実証し、実用化することができる。

MSnスペクトルによる糖鎖構造推定ソフトウェアの製品化
チームリーダー／所属・役職

 金澤　光洋
ライフィクス（株）
代表取締役

サブリーダー／所属・役職

天野　純子
（公財）野口研究所
研究部　糖鎖生物学研究室
室長

その他参画機関
工学院大学

開発概要
本プログラムソフトウェア開発タイプ「MSnスペクトルから糖ペプチド構造を推定するソフト
ウェアの開発」にて開発したソフトウェアのプロトタイプを製品化することを目的とする。プ
ロトタイプの開発で蓄積されたノウハウや、特許化された独自技術をもとに、国外のソフトウェ
アメーカーが圧倒的な力を持つ分析機器の解析プログラムの市場に、開発ソフトウェアをいち
早く投入し、糖鎖解析のグローバルスタンダードとなる製品を提供することを目指す。 

30

平成25年度採択開発課題
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迅速がん診断支援装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

出水　秀明
（株）島津製作所
基盤技術研究所
グループ長

サブリーダー／所属・役職

竹田　扇
山梨大学
医学工学総合研究部（医学部）
教授

その他参画機関
山梨大学（クリーンエネルギー研究センター）

開発概要
本プログラムの「要素技術タイプ」で開発した成果をもとに、医師がオペレーターなしの簡易
操作で、外来や手術室、内視鏡検査室などその場で、がんの迅速診断を可能にする、質量分析
技術を基盤とした新しい装置を開発します。本装置には、ベイズ推定に基づいた独自の学習機
械（dPＬRM）ソフトウェアを開発、搭載させ、特定のがんのみならず、複数種類のがんの迅
速診断支援を実現させます。プロトタイプ機によりすでに腎細胞がんなどで良好な判定結果を
得ており、本開発では、他のがん種への適用も試み、測定の自動化など操作性の向上を図り、
開業医に広く普及できる装置の実用化開発を目指します。

分光技術を活用した次世代型太陽電池評価装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

西川　宜弘
コニカミノルタ(株)オプティクスカンパニー
センシング事業部 開発部
担当課長

サブリーダー／所属・役職

内田　聡
東京大学
教養学部附属教養教育高度化機構
特任教授

その他参画機関
（公）神奈川科学技術アカデミー

開発概要
薄膜系太陽電池の特性は、分光感度が
結晶シリコン太陽電池と異なる等の理
由から、従来の評価法では正確に測定
できませんでした。本課題では、①非
線形な特性を持つ太陽電池の分光感度
を正確に測定する「絶対値分光感度測
定装置」の開発と、②任意の太陽電池
に対して1台で測定可能な「分光型基
準セル」を開発します。これらの装置
により、①従来困難であった低照度で
の評価が可能に、②評価期間を大幅短
縮、③評価費用を大幅削減することが
期待されます。

革新的粘弾性計測法「EMS 法（Electro Magnetically Spinning）」の実用化開発
開発概要

本プログラムの「要素技術タイプ」において、ソフトマテリアルのレオロジー特性を非接触・
微量で測定できる粘弾性計測法「EMS法（EIectro Magnetically Spinning、電磁回転式粘
弾性計測法）」を開発しました。本課題では当該成果をもとに、駆動部/試料環境制御部・分離
型のプロトタイプ機を実用化開発し、各分野のユーザーニーズとのマッチングを図ります。そ
の一環として、「二酸化炭素超臨界域を含む温度・圧力条件下における精密流動物性計測対応機」
および「純水（１ｍPa・s）近傍を高精度で計測可能な低粘度域専用機」の開発を目指します。

チームリーダー／所属・役職

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

サブリーダー／所属・役職

酒井　啓司
東京大学
生産技術研究所
教授

その他参画機関
－

試料採取から質量分析・判定および結果表示までの概念図

平成24年度採択開発課題
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反応内蔵チップによる小型遺伝子定量装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

松尾　隆文
システム・インスツルメンツ(株)
研究フェローグループ
部長

サブリーダー／所属・役職

竹内　俊文
神戸大学
大学院工学研究科
教授

その他参画機関
東京農工大学

開発概要
本課題では、PCR法にて増幅し２本鎖DNA を配列特異的に認識するZnフィンガータンパ
ク質を用いることにより、有害微生物の大腸菌0157、サルモネラ、ノロウィルスなどの特
定検出と定量が可能な小型遺伝子定量装置の開発を目指します。小型化と産業廃棄物削減の
ため、ピペットチップの中に、標的２本鎖DNAを認識する粒子を固定化した反応板を組み
込んだ反応内蔵チップを新規開発し、反応・検出等すべての工程をこのチップ内で自動的に
行うことができるようにします。本装置は世界に類のないオールインワン小型遺伝子定量装
置であり、食品検査機関、食品製造・加工工場、医療・診断機関、介護施設などでの利用が
期待されます。

図１．　反応内蔵チップのイメージ図

ｂ．反応板を上からセットする C．反応板がセットされた状態ａ．分子認識素子を付けた反応板

反応板△

反応内蔵チップとは：試料を計量するにはピペットチップを必ず使用するため、このピペットチップを最終の検出まで利
用出来ないかと云う発想から生まれ、光検出にも適応した特殊な形状のピペットチップの中に分子認識素子を付けた反応
板を入れて、試料や試薬の吸引、吸引・吐出による攪拌、洗浄、反応、光検出などオールインワンにした部品。（図１参照）

図２． 反応内蔵チップによる小型遺伝
子定量装置の外観イメージ図

図３．小型遺伝子定量装置の内部イメージ図
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チームリーダー／所属・役職

河村　賢一
（株）東京インスツルメンツ
商品開発室
室長
サブリーダー／所属・役職

岩田　耕一
学習院大学理学部
教授

その他参画機関
早稲田大学

開発概要

２次元多共焦点ラマン分光顕微鏡の実用化開発

チームリーダー／所属・役職

長束　澄也
コニカミノルタ（株）
ヘルスケアカンパニー開発統括部
画像応用開発チームリーダー
サブリーダー／所属・役職

田中　淳司
埼玉医科大学放射線科
教授

その他参画機関
東北大学

開発概要

位相型高感度Ｘ線医用診断機器の実用化開発

チームリーダー／所属・役職

野田　一房
（株）雄島試作研究所
代表取締役

サブリーダー／所属・役職

音　賢一
千葉大学大学院理学研究科
教授

スペクトラ・クエスト・
ラボ（株）

その他参画機関 開発概要

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

チームリーダー／所属・役職

武者　利光
（株）脳機能研究所
代表取締役会長

サブリーダー／所属・役職

三宅　美博
東京工業大学
大学院総合理工学研究科
教授

その他参画機関
千葉工業大学
日本光電工業（株）

開発概要

脳活動画像表示システムの実用化開発

本プログラム「機器開発タイプ」で開発した成果をもとに、生きた細胞
や組織のラマンイメージをリアルタイムで観察可能な２次元多共焦点ラマ
ン分光顕微鏡の実用化開発を行います。本顕微鏡は、励起ビームを
20×20（400 点）に分割して集光照射し、試料やビームの捜査を一切
行うことなく2 次元ラマンイメージとスペクトル測定が可能です。生きた
細胞のラマンイメージ取得時間が１秒以下、空間分解能 500nm を目指
した実用化開発を行います。

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線医用診断機器の実用化開発を行います。
本プログラム「機器開発タイプ」で開発したプロ
トタイプ機を高度化し、撮像視野を拡大するとと
もに、より多くの部位の撮影を行えるような装置
形態と操作性を実現します。さらに、本診断機
器による臨床撮影データを収集して、軟骨など
の軟組織描出性から診断への適用が期待される
関節リウマチや変形性関節症の他、整形外科領
域・乳腺領域等の広範囲の疾患において、早期
段階での病変検出の実証を目指します。

本プログラム「要素技術タイプ」で開発した成果をもとに、キャリーバック
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します。光源には、曲
が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ます。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
計測装置を提供します。

本プログラム「機器開発タイプ」で開発した成果をもとに、新しい脳活
動画像表示システム（NAT）の臨床現場での実用化を図るため、プロト
タイプ機を使用した臨床研究による脳機能疾患診断解析アルゴリズムの
完成、および製品化に向けてのデータセンター、ユーザーインターフェー
スなどのシステムの完成を目指します。アルツハイマー型認知症などの
早期診断のための低価格・高性能の画像化機器として、中小規模の医療
機関にも広く普及することが期待されます。

平成23年度採択開発課題



開発成果の活用・普及促進

誘電サイトメーターの活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

勝本　洋一
ソニー（株）
メディカル事業ユニット 
研究開発部門
医用技術研究部
統括課長

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した「誘電サイトメーター」を開放（共
同利用）する。この装置は、マイクロ流路中を流れる細胞の構造や電気物性の違いを瞬時に分
析することにより標識なしに細胞の分別を行う世界初の装置である。
【内容】 誘電サイトメーターは、その特徴ゆえに、再生医療、薬物スクリーニングのほか、農学、
工学も含め、全く新しい用途にも応用される可能性がある。そのため、外部ユーザーに対して
試作機による分析を募集し、試作機の有用性を検証するとともに、ユーザーの開拓と測定事例
の蓄積を図る。また、ユーザーの評価に基づき、性能とユーザビリティの向上を目指した装置
の高度化にも取り組む。

高性能スピン偏極電子顕微鏡の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

越川　孝範
大阪電気通信大学
客員研究員

その他参画機関
高エネルギー加速機研究機構

概要
【装置】本プログラム「要素技術タイプ」および「機器開発タイプ」において開発した「高性能
スピン偏極電子顕微鏡」を開放（共同利用）する。この装置は、超高輝度（市販品の１万倍以
上）、高スピン偏極（同３～４倍）、長寿命（同300倍以上）と圧倒的に高い性能を持つ「スピ
ン偏極電子顕微鏡」である。
【内容】「スピン偏極電子顕微鏡」を広く国内外に共同利用装置として公開するとともに、ユーザー
の声を反映させ、さらなる性能とユーザビリティの向上を図る。スピントロニクスで必要とさ
れる高性能磁性薄膜材料開発などに大きな貢献をすることが期待される。

多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブの活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

水野　敬
（株）JEOL　RESONANCE
技術部　開発グループ
研究員

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「実証・実用化タイプ」において開発したクライオコイルMAS-NMRプロー
ブを固体NMRに装備し、開放（共同利用）する。この装置は、多様な核種の測定を行っている
固体NMRの利用機関（大学、企業など）が主なユーザーと考えられる。
【内容】クライオコイルMAS-NMRプローブおよびその周辺技術（高速試料回転システム、簡
便な冷却システム）は、そのまま既存のＮＭＲ装置に本プローブを導入することで、３～４倍
程度の検出感度向上、１/10以下の測定時間短縮を享受できる優れた汎用性を持っており、周
波数を変えることで多様な核種の測定を行うことも可能である。本課題では、さまざまな無機
材料のナノ構造解析への応用を中心に、多核対応型のクライオコイルMAS-NMRプローブの活
用と普及を促進する。
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開発成果の活用・普及促進

HiCEP自動反応装置の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

安倍　真澄
放射線医学総合研究所
先端計測分析事業推進チーム
チームリーダー

その他参画機関
（株）アステック
メッセンジャースケープ（株）

概要
【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した網羅的遺伝子発現解析法である
HiCEP法（包括的高感度遺伝子発現プロファイリング法）を応用した自動解析装置（HiCEPer）
を開放（共同利用）します。
【内容】今回開放を行うHiCEPerは、他の手法では網羅的な発現解析が困難な、少量の異なる
細胞（生物種）が混在するサンプルについても、ハイスループットな解析（一度に96サンプル）
を可能とするものです。本装置の活用により、医学研究、環境科学等の貢献が期待されます。

SOI X線イメージ装置の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

新井　康夫
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所
教授

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「要素技術タイプ」において開発した Silicon-On-lnsulator （SOI、絶
縁膜上に形成した単結晶シリコンを基盤とした半導体）技術を用いたＸ線イメージング検出器
とデータ収集システムを組み合わせたプロトタイプ機を開放（共同利用）します。
【内容】SOI検出器は、高精細・高速・高感度といった特徴を持っており、従来の検出器との互
換性が高く、画素毎にCMOS集積回路を搭載できることから、ユーザーに実際に使用してもら
い様々な要望を聞くことにより、さらに新たな測定手法を開拓できる可能性があります。本装
置の活用により、Ｘ線回折やＸ線異物検査、医療といった多くの分野の研究者・企業への普及
が期待されます。

生物発光リアルタイム測定システムの活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

石浦　正寛
名古屋大学
遺伝子実験施設
名誉教授

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「機器開発タイプ」にお
いて開発した「生物発光リアルタイム測定シス
テム」を開放（共同利用）します。
【内容】生きたままの細胞で遺伝子発現を生物発
光として連続的に自動測定する本システムは、
極めて高い感度・精度・時間分解能での詳細な
遺伝子発現リアルタイム解析を全自動で実現す
ることが可能な手法です。本システムの活用に
より、バイオ基礎研究分野や環境、農業・食品、
バイオエネルギー、創薬などの応用研究分野に
おいて、遺伝子発現を指標にした解析への貢献
が期待されます。
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開発成果の活用・普及促進

SPM装置シミュレータの活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

柿沼　良輔
（株）アドバンストアルゴリズムシステ
ムズ
代表取締役

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「プロトタイプ実証・実用化タイプ」において開発した走査型プローブ顕
微鏡（SPM）装置シミュレータを開放（共同利用）します。
【内容】このSPM装置シミュレータは、特に半導体やナノ材料等の試料の精確分析が可能なも
のであり、本シミュレータの活用により、実測値と計算値との比較、計算パラメータ作成ソフ
トの使用等で幅広い高精度解析が可能となり、ナノ工学への貢献が期待されます。

CO2濃度空間分布測定ライダー装置の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

長澤　親生
首都大学東京大学院
システムデザイン研究科
教授

その他参画機関
－

概要
【装置】本プログラム「機器開発タイプ」に
おいて開発した二酸化炭素（CO２）濃度空間
分布測定用ライダー（レーザーを光源とする
レーダー手法）装置を開放（共同利用）します。
【内容】大気中のCO２は地球温暖化に対する
影響が大きい気体であり、その濃度の空間分
布を高頻度・広域・高精度で測定することは
重要です。本装置はCO２濃度の鉛直及び水平
分布の高精度な遠隔測定が可能であり、移動
体搭載型である本装置の活用により地球温暖
化予測研究などへの貢献が期待されます。
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開発成果の活用・普及促進

トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

御堂　義博
大阪大学大学院情報科学研究科
助教

その他参画機関
大阪大学（超高圧電子顕微鏡センター）
大阪工業大学
（株）ダイナコム

概要
【装置】本プログラム「ソフトウェア開発タイプ」において開発した高速処理型トモグラフィー
（断層影像法）電子顕微鏡用ソフトウェア（HawkC）を、開放（共同利用）します。
【内容】本ソフトウェアは、トモグラフィー専用電子顕微鏡に搭載することにより、立体組織の
高速可視化を可能とするものです。生命科学・材料科学における形態の３次元観測を簡便化し、
電子顕微鏡トモグラフィーの更なる活用を推進します。また、本ソフトウェアと３次元プリン
タ技術を融合することで、試料の観測から３次元データの生成、輪郭抽出、立体像および立体
模型の作成までをシームレスに実行することが可能となります。本ソフトウェアの活用により、
実物の模型を手軽に素早く生成することができれば、基礎研究分野のみならず、広く医療・工
学などの応用分野においても大きな貢献が期待されます。

本ソフトウェアは、電子顕微鏡トモグラフィー等のスライス画像シリーズに対する高速な輪郭
抽出機能および簡便な輪郭編集機能、2D／3D表示・形状計測解析機能を有する。また、プラ
グインにより新たな輪郭抽出法や計測解析法等の拡張が可能である。
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開発成果の活用・普及促進

【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した超高温熱物性計測システム装置を開放（共同利用）します。この装置は、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計測することが可能です。
【内容】半導体の結晶製造や超耐熱合金の精密鋳造・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す。現在、その基盤を支える高温融体の熱物性値データベースの充実が求められており、本装置を活用し
た融体の熱物性データベースの構築を目指します。また、本装置の融体熱物性計測装置としての標準化を目指します。

【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した疾患診断用全自動糖鎖解析装置を開放（共同利用）します。この装置は、生体物
質からの一連の糖鎖解析の操作を全自動で行うことが可能です。
【内容】糖鎖の簡便な分析を可能にする全自動糖鎖プロファイル解析システムを開放（共用）することにより、従来とは全く性質の異な
る臨床検査値として糖鎖プロファイル情報が予後診断などに活用され、個の医療（テーラーメイド医療）の普及・浸透に寄与するほか、
糖鎖構造の網羅的解析が可能となることで、ポストゲノム研究の進展にも貢献が期待されます。

超高温熱物性計測システム装置の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

大塚　誠
東北大学多元物質科学研究所
准教授

概要

チームリーダー／所属・役職

西村　紳一郎
北海道大学大学院先端生命科学研究院
教授

その他参画機関
－

疾患診断用全自動糖鎖解析装置の活用・普及促進

その他参画機関
弘前大学
岡山大学
昭和大学
サイエンステクノロジー・システムズ（株）
医化学創薬株式会社
概要

【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した、形態情
報と質量分析情報を組み合わせた新しい分析手法である顕微質量分
析装置を開放（共同利用）します。本装置は、高解像度顕微鏡と質量
分析装置を組み合わせることで、医学・ライフサイエンス分野や材料
開発の分野において、さまざまな事象の解明に寄与するものです。
【内容】光学像と質量分析情報を組み合わせた解析装置を開放（共
用）することにより、これまで有用性を実証してきた医学研究や診
断、創薬開発、さらに有機材料解析・検査などの分野からの更なる
利用も期待されます。

チームリーダー／所属・役職

早坂　孝宏
浜松医科大学医学部
特任助教

顕微質量分析装置の活用・普及促進
その他参画機関

（財）癌研究会
慶應義塾大学
関西医科大学

概要

開発成果の活用・普及促進

「超高温熱物性計測システム」の概観 溶融鉄の熱伝導率κの温度依存性

糖鎖自動前処理装置（SweetBlot）プロトタイプ機

平成23年度採択課題
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開発成果の活用・普及促進

【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発
した高分解能固体 NMR の感度を 550 倍向上させる高
磁場動的核分極法（DNP）装置を開放（共同利用）します。
この装置は、DNP 法としては世界最高磁場 14.1Ｔと
最低温度 30Ｋでの試料回転が可能であり、周波数可変
ジャイロトロンで容易に高出力テラヘルツ波照射条件を
最適化できるなど世界最高性能を持ちます。
【内容】本高感度NMR装置を開放（共用）することにより、
生体高分子および細胞内での生体分子の立体構造決定、
材料構造解析、微量化合物・医薬品の分子構造解析など
への応用が期待されます。

【装置】本プログラム「機器開発タイプ」において開発した位相撮
像装置を開放（共同利用）します。本装置は、Ｘ線 Talbot（－
Lau）干渉計による弱吸収物体の高感度観察が可能です。
【内容】医療応用以外の非破壊検査分野への展開を推進します。工
場の生産ラインにおけるオンライン検査や、新規な材料やデバイス
の開発を目的とした実験室における精密検査の用途を想定していま
す。各企業からのユーザーが適度なタイミングで試用を繰り返すこ
とができる環境を整備し、本原理による独自の装置開発をサポート
するための技術指導も併せて行います。

超高感度テラヘルツ波NMR装置の活用・普及促進
チームリーダー／所属・役職

藤原　敏道
大阪大学蛋白質研究所
教授

概要

チームリーダー／所属・役職

百生　敦
東北大学多元物質科学研究所
教授

周波数可変ジャイロトロン装置

装置の外観

その他参画機関
福井大学

Ｘ線透過格子を用いた位相撮像装置の活用・普及促進
その他参画機関

（株）リガク

概要

【装置】本プログラム「プロトタイプ実証・実用化タイプ」におい
て開発した「レーザーイオン化質量分析ナノスコープ（LIMAS）
装置」を開放（共同利用）します。この装置は、探査衛星が持ち帰っ
た惑星上の物質や宇宙塵などに代表される、その量が極めて限られ
た貴重なサンプルを分析するために、ポストイオン化や高速の質量
分析として新しい手法を導入し、より高感度化を狙ったものです。
【内容】本装置を開放（共用）することにより、はやぶさ採取試料
を含む宇宙試料の全元素分析や年代測定が可能となり、世界の宇宙
科学の最先端分析を導入することが期待されます。

チームリーダー／所属・役職

圦本　尚義
北海道大学大学院理学研究院
教授

LIMAS装置の活用・普及促進
その他参画機関

－

概要

相分離した高分子ブレンド試料
（PS/PMMA）の撮影結果

（位相CT）

平成23年度採択課題
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成25年度採択開発課題

「実用化タイプ」

除染土壌の放射能濃度測定装置
チームリーダー／所属・役職

岡城　康治
（株）北川鉄工所
開発本部
次長

サブリーダー／所属・役職

遠藤　暁
広島大学
大学院工学研究院　教授

その他参画機関
日立アロカメディカル（株）

開発概要
莫大な除染土壌の処理には、減容処理設備が不可欠である。チームリーダーらが平成24年度に
福島県田村市に設置した実証プラントにおいてバッチ方式による湿式洗浄分級方式での減容の
有効性を確認しており、この成果を生かすため、実際の除染土壌減容処理設備に設置する放射
能濃度測定装置を開発する。本装置では、除染土壌について、短時間での正確な放射能濃度測定、
安全性確認および履歴管理を行う。測定装置への土壌の投入から排出までを５分以内に実施で
きる装置の開発を行い、平成27年１月の実用機完成を目標とする。 

高エネルギー分解能・高スループットの国産放射能測定検査装置
チームリーダー／所属・役職

竹内　宣博
（株）千代田テクノル
大洗研究所
常務取締役　大洗研究所長

サブリーダー／所属・役職

吉川　彰
東北大学
金属材料研究所
教授

その他参画機関
（株）C&A

開発概要
食品や焼却灰等の放射能を測定する検査装置は、現在主流となっているTl:NaIシンチレータや
Ge半導体を用いた機器を含めてエネルギー分解能または感度が低く、測定時間が長い。このた
め、本課題では、エネルギー分解能・感度が高いEu:SrI2結晶を大型化・高品質化したものを搭
載した放射能測定装置を開発する。東北大学およびC&A社が独自開発の種結晶成長型ブリッジ
マン法を用いて、Eu:SrI2結晶の大型化・高品質化の技術を確立し、封缶技術も含めて事業化する。
Eu:SrI2搭載放射能測定装置の開発・校正方法の検討等を千代田テクノル社が行い、平成26年
度中にプロトタイプ機器を作成し、平成27年度中に全数検査を高スループットで検査できる装
置を製品化する。  

海底土放射能分布測定ロボットの開発
チームリーダー／所属・役職

小池　敏和
三井造船（株）　
船舶・艦艇事業本部
艦船・特機総括部　特機・水中機器部
昭島分室
課長

サブリーダー／所属・役職

小田野　直光
（独）海上技術安全研究所　
海洋リスク評価系
系長

その他参画機関
東京大学
九州工業大学
福島県水産試験場

開発概要
福島第一原子力発電所事故により海域に放出された放射性物質の空間的な分布状況、放射性物
質の経時的な移動の様子を面的に把握し、漁業復興のための適切な対策に資するため、NaI（Tl）
シンチレータをベースとした放射線計測システムを装備した遠隔無人機（ROV）を開発する。
ROV航走中は計測システムを100m四方の海域で曳航し、海底画像とともに面的な放射能分布
を把握するとともに、特異的な場所においては着座して詳細な放射線計測、海底観測、採泥等
を可能とする。開発システムは、政府の海域モニタリング、福島県等の地方自治体の詳細な観測、
海底工事時の海域の詳細把握等に活用されることが期待される。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成25年度採択開発課題

複雑形状食品の放射能検査装置の開発
チームリーダー／所属・役職

谷口　一雄
（株）テクノエックス
代表取締役

サブリーダー／所属・役職

松浦　秀治
大阪電気通信大学
電気電子工学科
教授

その他参画機関
－

開発概要
複雑形状の魚介類等の放射性セシウムの位置有感スクリーニング測定装置を開発する。第１段
階は１辺3.8cmのCsI検出素子による８×８個の検出マトリクスを構成し、５cmメッシュの形
状測定と放射性セシウム濃度分布測定による個体および位置識別検査を行う試作機を平成25年
度中に完成させ、80s測定で検出下限25Bq/kgを目指す。第２段階として、位置分解能1cm
の検査装置を開発する。１辺80mmのCsI検出器を内部で8×8個の小型検出素子に分割した検
出器を作製する。これを用いた1cmメッシュの48×48個検出素子による位置敏感検出器を開
発し、複雑形状の多数の食品を個別かつ同時検査可能な２次元放射性セシウム検査装置を平成
26年度中に試作する。被災地漁港での試作機の実証試験を行い、水揚げ時点でのスクリーニン
グ検査用として平成27年度中の製品化を目指す。 

高感度広域ガンマ線望遠鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

谷本　和夫
明星電気（株）
技術本部
副本部長

サブリーダー／所属・役職

佐々木　真人
東京大学
宇宙線研究所
准教授

その他参画機関
－

開発概要
被災地域の復旧・復興のため、放射線量の迅速かつ高信頼度・高精度・高感度な撮像計測を可
能とし、大きな感受面積をもつ放射線モニター検査装置を開発する。製造工程、保管倉庫、搬
送中のトラック・コンテナ、廃棄物置き場といったまとまった広域の範囲に混在している、製品・
食品・土壌等に含まれるセシウム起源のガンマ線を迅速に検出できるようになる。申請者らが
これまで開発した、太陽光追尾分光方式によるCO2計測や、大気汚染監視用の撮像ライダー装
置（３D-RTIL）をもとに、シンチレーションファイバー束で散乱されるコンプトン電子による
シンチレーション発光現象を高精度かつ高感度に撮像する装置を開発する。平成26年度中にプ
ロトタイプ機を完成し、応用モニター試験を実施する。平成27年度には試験の結果を反映し、
製品化試作の完成を目指す。 
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

「実用化タイプ（中期開発型）」

無人ヘリ搭載用散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラの実用化開発
チームリーダー／所属・役職

薄　善行
古河機械金属（株）
素材総合研究所　副所長

サブリーダー／所属・役職

高橋　浩之
東京大学大学院工学系研究科　教授

その他参画機関
東北大学
（独）日本原子力研究開発機構

開発概要
無人ヘリに搭載可能な小型・軽量（装置総重量10kg以下）・高分解能（位置分解能１ｍ2）の
エネルギー補正型ガンマカメラを実用化開発します。本装置を無人ヘリに搭載し、10～20ｍ
の上空を水平飛行しながら20ｘ20ｍ２あたりの放射線量マップを１分以内に計測可能とする
ことを目指します。本装置は、既存の農薬散布用無人ヘリへの搭載や地上での利用も可能なため、
放射性セシウムの広範囲な挙動観測を実現し、土壌や樹木、構造物を含む地表面での放射性セ
シウムの経時的な位置・濃度変動や除染前後の線量を低コスト、高速かつ高精度に行うことが
可能となります。

高感度広視野ガンマ線画像分析装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

坂東　直人
（株）堀場製作所開発本部先行開発センター
放射線・企画担当　部長

サブリーダー／所属・役職

谷森　達
京都大学大学院理学研究科　教授

その他参画機関
キヤノン（株）

開発概要
宇宙・医療分野で用いられているカメラ技術を応用することにより、地面や植物に含まれたり、
建築物などの表面に沈着した放射性セシウムおよび多様な放射性物質の放射能濃度や分布状況
を、広域（画像視野角：100度）かつ高精度（検出感度：0.05μSv／h、角度分解能：６度）
に画像で把握できるガンマ線カメラ装置を実用化開発します。本装置は軽量性を有しており
（15kg以下）、さまざまな場所においてホットスポットの探査のみならず、バックグラウンド
レベル程度の低レベル放射能濃度や分布を画像化することができます。これにより、復旧復興
に大きく貢献するものと期待されます。

食品放射能検査システムの実用化開発 
チームリーダー／所属・役職

山田　宏治
富士電機（株）
計測制御システム事業部
放射線システム部
部長代理

サブリーダー／所属・役職

矢島　千秋 
（独）放射線医学総合研究所
福島復興支援本部
環境動態・影響プロジェクト
主任研究員

その他参画機関
京都大学

開発概要
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
システムを開発します。一般食品以外の飲料水、牛乳など
については、既存のゲルマニウム半導体検出器を用いたガ
ンマ線スペクトロメトリーに変わるスクリーニング技術の
性能検証を行ないます。一般食品の開発目標は、測定下限
値25Bq／kg以下、スクリーニングレベル（50Bq／kg）
で基準値100Bq／kg未満の判定精度を99.９％とできる
ものとします。処理能力としては、米30kg袋の場合250袋／時間、一般食品の場合100箱／
時間を目標とします。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ます。

高線量率環境に対応する線量測定方法の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

山本　幸佳
（株）千代田テクノル大洗研究所　研究顧問

サブリーダー／所属・役職

飯田　敏行
大阪大学大学院工学研究科　教授

その他参画機関
金沢工業大学
EMFジャパン（株）

開発概要
高線量率および高汚染エリアの復旧作業のために、蛍光ガラス線量計の技術を応用した新しい
環境線量測定方法を実用化開発します。本技術では、放射線量に応じて蛍光を発するガラス素
子をビーズ化し、道路や壁、水路・トレンチなどに散布・塗布し、紫外線ランプ照射により高
線量箇所を可視化することができます。本ガラス素子は１mGy～100Gyの範囲を高温環境下
（約300℃）で測定することができ、原発内やその周辺の除染・瓦礫撤去作業に用いることが
できます。ビーズ化以外の素子の利用方法についても検討し、復旧作業で有用となる技術を開発・
実用化します。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

〈２次公募〉「実用化タイプ」

水中の低濃度放射性セシウムのモニタリング技術の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

伊藤　康博
日本バイリーン（株）
技術本部第二技術部　部長

サブリーダー／所属・役職

保高　徹生
（独）産業技術総合研究所
地圏資源環境研究部門　主任研究員

その他参画機関
福島県農業総合センター

開発概要
環境水中の放射性セシウムは主に溶存態と懸濁物質付着態で存在しています。本課題では、溶
存態の放射性セシウムとの親和性が高いプルシアンブルー（PB）を用いた不織布カートリッジ、
および縣濁粒子（SS）を補足する不織布カートリッジの開発を行い、既存技術では前処理に多
くの時間を要している（６時間～５日）水中の存在形態別の放射性セシウム濃度の計測に関し、
短時間化（20～60分）を図ります。

低価格・高速・高精度放射能測定装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

西沢　博志
三菱電機（株）先端技術総合研究所
センサ情報処理システム技術部
主席研究員

サブリーダー／所属・役職

渡辺　幸信
九州大学大学院総合理工学研究院
教授

その他参画機関
－

開発概要
本課題では、汎用のNalシンチレータに新しく開発された信号処理技術を適用することにより、
放射性セシウムを高速かつ高精度に（２kgの一般食品の場合は検出下限25Bq/kg、20Lの飲
料水の場合は検出下限２.５Bq/kgを１分で）測定できる機器の開発を行います。あわせて、軽
量化・低価格化を実現し、一般食品だけでなく、飲料水、牛乳、乳幼児用食品に含まれる放射
性セシウム測定装置の実用化を目指します。

放射性核種自動分離測定装置の実用化開発
チームリーダー／所属・役職

松江　登久
（株）柴崎製作所
ライフサイエンス部　部長

サブリーダー／所属・役職

森本　隆夫
（財）日本分析センター　理事

その他参画機関
－

開発概要
食品に含まれるアルファ線放出核種（プルトニウム239+240など）やベータ線放出核種（ス
トロンチウム90など）の測定を行う場合、既存技術では結果が出るまでに長時間を要しており、
迅速に結果が得られる技術が求められています。本課題では、食品中に含まれるアルファ線・
ベータ線放出核種の放射能濃度測定を、試料の分解や化学分離から測定に至るまで全ての工程
をコンピュータ制御により自動化できる装置を実用化開発します。これにより、測定に要する
時間を現行の約１/８～１/20に短縮することを目指します。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

「革新技術タイプ（要素技術型）」

放射性物質の高分解能３次元・直接イメージング技術の開発
チームリーダー／所属・役職

坂本　哲夫
工学院大学工学部　教授

サブリーダー／所属・役職

奥村　丈夫
（株）日本中性子光学　取締役

その他参画機関
（株）阿藤工務店 

開発概要
「単一微粒子３次元元素分布分析装置」を応用・発展させることにより、細胞・物質レベルで
の解明がされていない放射性物質の蓄積状況・態様を明らかにする技術を開発します。この技
術により、セシウム137など放射性同位元素を含む全元素・同位体の検出が可能となり、魚類・
肉類・農作物などの細胞内部、土壌粒子、廃棄物の焼却灰粒子にセシウムが付着している像を
１粒子10～20分、最高40nｍの分解能でイメージングできます。特に、土壌中の雲母や植物
体のケイ酸成分（植物石）にセシウムが取り込まれるという基礎データに基づき、これらの実
証と除染対策への応用につなげます。被災現地における汚染材料の収集と先端分析機器の開発
を密接に連携させ、震災からの復興を加速することが期待されます。

放射能環境標準物質の開発
チームリーダー／所属・役職

藥袋　佳孝
武蔵大学人文学部　教授 

サブリーダー／所属・役職

岩本　浩
環境テクノス（株）
企画開発部取締役 部長

その他参画機関
埼玉大学 
（独）産業技術総合研究所
（公財）日本国際問題研究所
（公社）日本分析化学会 

開発概要
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ですが、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す。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し
ます。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しま
した。続いて大豆、牛肉、しいたけなどの標準物質の開発が進んでいます。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
献が期待されます。

耐放射線性を有するアクティブ駆動HEEDの開発
チームリーダー／所属・役職

渡辺　温
パイオニア（株）研究開発部
第一研究室　研究３課　課長

サブリーダー／所属・役職

持木　幸一
東京都市大学工学部　教授

その他参画機関
パイオニアマイクロテクノロジー（株）

開発概要
本開発チーム独自の冷却陰アレイであ
るHEED（High-efficiency Electron 
Emission Device）を応用し、耐放
射線性に優れた監視カメラ用の撮像素
子（アクティブ駆動HEED）を開発し
ます。この耐放射線性に優れた撮像素
子は、低電圧（約20V）で駆動する
ため、消費電力が少なく、作業ロボッ
トなどに実装することができます。こ
れによれば、事故の起きた福島第一原
発周辺地域のような高放射線領域にお
いても長時間鮮明な画像を得ることが
できるため、周辺地域の震災からの復
興を加速することが期待されます。

アクティブ駆動HEEDの下地ICの耐放射線性が向上できれば、光電変換膜
と組合せて耐放射線性に優れ、小型で低消費電力な撮像素子を作製するこ
とが可能となる。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

〈２次公募〉「革新技術タイプ（要素技術型）」

集水域に着目した放射線の自然浄化モニタリングシステムの開発
チームリーダー／所属・役職

兼松　泰男
大阪大学産学連携本部　教授

サブリーダー／所属・役職

藤宮　仁
（株）ダイナコム　代表取締役

その他参画機関
大阪大学工学研究科
福島大学

開発概要
福島県において、放射線量の自然浄化作用（自然崩壊、森林の枝葉の脱落、腐敗と雨による河
川への流出、移動）を調査しておくことは今後の放射線濃度の変化を把握するために重要です。
本課題では、集水域に着目した自然浄化モデルを検証するため、高感度のセシウムカウンター
を開発し、地域を限定した移動定点計測を実施します。自然浄化モデルの検証により、長期的
な放射線濃度の推移を明らかにできるモニタリングシステムを構築することを目指します。

微量放射線の生物影響評価システム（装置）の開発
チームリーダー／所属・役職

藤野　亮
日美商事（株）取締役社長

サブリーダー／所属・役職

森島　信裕
（独）理化学研究所基幹研究所
小林脂質生物学研究室　専任研究員

その他参画機関
国立保健医療科学院
（株）柴崎製作所

開発概要
放射線の低線量被ばくによる生体への影響は解明されていない部分も多く、大規模、高精度か
つ迅速に解析するシステムが求められています。本課題では、新規のアレイ技術、スポッティ
ング技術を用いることにより、低線量被ばくによってタンパク質に生じる微小な変化を大規模、
高精度かつ迅速に観測するためのシステムを開発します。これにより、低線量被ばくによる生
体への影響を詳細に解明することを目指します。

エネルギー弁別・位置検出型α線サーベーメータの要素技術開発
チームリーダー／所属・役職

金子　純一
北海道大学大学院工学研究院　准教授

サブリーダー／所属・役職

石橋　浩之
日立化成（株）基盤材料事業部
担当部長

その他参画機関
名古屋大学
（独）日本原子力研究開発機構

開発概要
既存のα線サーベーメータでは、137Cs 等からのγ線・β線、ラドン子孫核種からのα線存
在下において、239Pu、240Pu や238U からのα線を識別する事は難しく、新たな技術が
求められています。本課題では、新たな検出技術（GPSシンチレータプレート）を開発し、高速・
高感度（Pu、Rn子孫核種存在比率１：50の環境において、１BqのPuを５分以内に測定可能）
なα線サーベーメータの開発につなげることを目指します。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

「革新技術タイプ（機器開発型）」

革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発
チームリーダー／所属・役職

高橋　忠幸
（独）宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

黒田　能克
三菱重工業（株）
防衛・宇宙ドメイン
誘導・推進事業部
電子システム技術部
主席技師

その他参画機関
名古屋大学

開発概要
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しま
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
可能となります。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です。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ます。
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重点開発領域「放射線計測領域」

平成24年度採択開発課題

〈２次公募〉「革新技術タイプ（機器開発型）」

生物学的線量計測用の分裂中期細胞自動検出装置の開発
チームリーダー／所属・役職

古川　章
（独）放射線医学総合研究所
緊急被ばく医療研究センター　
被ばく線量評価部
主任研究員

サブリーダー／所属・役職

竹島　哲
三谷商事（株）
情報システム事業部
ビジュアルシステム部

その他参画機関
－

開発概要
放射線被ばくにより、リンパ球の染色体には二動原体型異常と呼ばれる形状異常が生じ、細胞
分裂の中期の状態にある細胞を観察することにより、この異常を検出することができます。既
存技術では細胞分裂の状態にある細胞を目視により見つけ出し、形状異常の有無を確認してい
ますが、この方法では多くの労力と時間を要しています。本開発では、顕微鏡の自動化技術と
画像認識技術を用いることにより、二動原体型異常の検出に要する作業の簡便化、時間の短縮
化（１スライドグラス20分程度）を図ります。

LANFOS：食品の非破壊放射能検査を可能とする低コスト検出器の開発
チームリーダー／所属・役職

マルコ　カソリーノ
（独）理化学研究所
EUSO チーム
チームリーダー

サブリーダー／所属・役職

後藤　昌幸
（株）ジーテック
代表取締役社長

その他参画機関
－

開発概要
本課題では、宇宙物理研究のための次世代技術を応用し、全立体角に放出される食品のガンマ
線を測定することが可能な検出器を開発します。食品の非破壊かつ高感度（検出下限10Bq／
kg）な測定を実現するとともに、装置の小型化、低コスト化を図ることで、工場、市場等様々
な場所での利用が期待されます。

高感度かつ携帯可能な革新的ガンマ線可視化装置の開発
チームリーダー／所属・役職

大須賀　慎二
浜松ホトニクス（株）
中央研究所第１ 研究室
室長代理

サブリーダー／所属・役職

片岡　淳
早稲田大学
理工学術院総合研究所
准教授

その他参画機関
－

開発概要
本課題では、小型軽量で携帯可能でありながら、
既存技術より極めて高感度なコンプトンカメラ方
式のガンマ線可視化装置を開発します。具体的に
は、高性能光センサー（MPPC）により微細構造
を有するシンチレータを読み出す独自開発の方式
を採用し、検出器中でのガンマ線の散乱・吸収位
置を三次元的に高精度で計測します。これにより、
実用的な解像度を維持しつつ飛躍的な高感度化が
達成でき、３m離れた位置から５μSv／hの空間
線量率を与える線源を10秒程度で可視化することが可能となります。
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重点開発領域「グリーンイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

電池用－高分解能電流経路映像化システムの開発
チームリーダー／所属・役職

木村　建次郎
神戸大学
大学院理学研究科
准教授

サブリーダー／所属・役職

木村　憲明
Integral Geomety Instruments（同）
最高経営責任者

その他参画機関
千葉工業大学

開発概要
環境問題が深刻化する中で、次世代リチウム二次電池の高性能化が注目されている。本開発では、
電池内部の電流経路を超高分解能で映像化するシステムを開発、リチウム二次電池の負極での
デンドライト発生をパッケージ越しに非破壊画像診断し、性能劣化の少ない負極材料開発の促
進、正極負極短絡に係る爆破事故を未然に防ぐことを目的とする。 

要素技術タイプ

太陽電池伝導キャリア分光システムの開発
チームリーダー／所属・役職

宇治原　徹
名古屋大学　
大学院工学研究科　
教授

サブリーダー／所属・役職
竹内　幸雄
（株）VIC インターナショナル
代表取締役

その他参画機関
MBS ジャパン（株）

開発概要
従来の太陽電池開発では、光によって励起されたキャリアを如何に効率よく取り出すかが重要
であったが、超高効率化が期待されている第三世代太陽電池においては、どのようなバンド構
造においてどのようなエネルギーを持つキャリアを取り出すかを綿密に制御する必要がある。
本開発では、太陽電池中の伝導帯バンド構造およびキャリアエネルギーを直接測定できる唯一
の評価法として、伝導キャリアエネルギー分光システムを早期に開発する。これにより、超高
効率太陽電池開発が加速される。 

機器開発タイプ
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重点開発領域「グリーンイノベーション領域」

平成24年度採択開発課題

Li二次電池ミクロ界面のイオン拡散時間応答の可視化技術の開発
チームリーダー／所属・役職

竹田　精治
大阪大学産業科学研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

小粥　啓子
（株）アプコ
代表取締役副社長

その他参画機関
摂南大学
分子科学研究所

開発概要
電池内部の異相界面におけるパワーフロー現象を解明するために、電池の充放電過程の各段階
において、外部交流電圧と電子ビームを同期させることで電池表面および内部の動的な電位分
布の変化を２次元可視化します。本技術の開発により、新しい電気化学分野である「理論・電
位モデルの構築から解析・評価による実証」が拓かれ、サイエンスによって、電池劣化の解明、
寿命予測が可能となり、グリーンイノベーションに貢献することが期待されます。

燃料電池内の水生成・移動現象のNMR計測技術の開発
チームリーダー／所属・役職

小川　邦康
慶應義塾大学理工学部
准教授

サブリーダー／所属・役職

拝師　智之
（株）エム・アール・テクノロジー
代表取締役

その他参画機関
－

開発概要
燃料電池の触媒表面から生成する水がガス拡散層（GDL：Gas Diffusion Layer）を抜け、ガ
ス流路を通って排出されるまでの水の動的挙動を計測する技術を開発します。実寸法に近い燃
料電池内に小型NMR コイルを挿入し、発電電流分布の計測から生成水の空間分布を求め、発
電時の高分子膜内の含水量、GDL表面およびガス流路内を通り抜ける水を計測し、３次元的な
水移動を把握します。水移動の可視化がGDLおよび流路設計に役立ち、高密度発電の維持と開
発費の削減が期待されます。

要素技術タイプ

局所的太陽電池評価用光起電力顕微鏡の開発
チームリーダー／所属・役職

伊藤　貴司
岐阜大学工学部
准教授

サブリーダー／所属・役職
阿久根　智
（株）島津製作所
産学官・プロジェクト推進室技術開発
グループ
担当課長

その他参画機関
－

開発概要
使用が容易で迅速な評価が可能な、各種太陽電池の局所的な接合特性（界面特性）や光起電力
特性の評価を可能とする評価装置「光起電力顕微鏡」を開発します。また、分光感度特性の局
所的評価を可能とする技術開発を行い、その機能向上を図ります。本課題により、上記の評価
装置が太陽電池開発に携わるユーザーに利用され、高効率化を阻む要因が明らかになることで、
高効率太陽電池の実現に貢献することが期待されます。

機器開発タイプ
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重点開発領域「グリーンイノベーション領域」

平成24年度採択開発課題

蓄電池固体内反応局所領域の非破壊分析装置と手法の開発
チームリーダー／所属・役職

櫻井　吉晴
公益財団法人高輝度光科学研究センター
利用研究促進部門
副主席研究員

サブリーダー／所属・役職

長峰　勝
（株）長峰製作所
相談役

その他参画機関
群馬大学
京都大学
トヨタ自動車（株）

開発概要
高い物質透過能を有する100 keV 以上の放射光・高エネルギーX線のマイクロビームを用いて、
蓄電池固体内局所領域の物質挙動を非破壊に観察し、蓄電池内部の反応分布を経時的に可視化
する統合計測システムを開発します。また、本装置の利用が期待される大型Liイオン２次電池
の研究開発現場での実証試験を行います。

図１　計測例：コイン電池内部の反応分布の経時変化 図２　 コンパクト型Ni製複合屈折レンズ（試作機）： 
高エネルギーＸ線（115 keV）を10μm以下に集光
します。

太陽電池評価のための3D顕微メスバウア分光装置の開発
チームリーダー／所属・役職

吉田　豊
静岡理工科大学理工学部
教授

サブリーダー／所属・役職

原田　芳仁
（株）アプコ
代表取締役社長

その他参画機関
－

開発概要
多結晶シリコン太陽電池に製造
過程で混入する微量鉄不純物
は、キャリア捕捉中心として発
電効率を大きく低下させる大き
な要因になっています。本開発
は、γ線集光技術と電子計測
マッピング技術をもとに、３
次元顕微メスバウア分光装置を
開発し、多結晶シリコン太陽電
池に含有する鉄不純物を制御す
るための原子スケールの目を与
え、発電効率向上に寄与するこ
とを目指します。本装置により、
発電中の多結晶シリコン太陽電池の鉄顕微観察が可能になり、結晶粒毎に粒界や転位などの格
子欠陥と鉄不純物との相関を明らかにし、表面から深さの関数で鉄不純物の非破壊評価が可能
になると期待されます。
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平成24年度採択開発課題
重点開発領域「ライフイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

KTN光偏向器を用いたEnface-OCTシステムの開発

紙基板インクジェットプリントヘルスケアチップ（PADs）の開発

チームリーダー／所属・役職

近江　雅人
大阪大学
大学院医学系研究科　保健学専攻
教授

サブリーダー／所属・役職

小林　潤也
日本電信電話（株）
NTT フォトニクス研究所
主幹研究員　グループ・リーダー

その他参画機関
東京医科歯科大学

チームリーダー／所属・役職

チッテリオ　ダニエル
慶應義塾大学
理工学部応用化学科
教授

サブリーダー／所属・役職

山崎　浩樹
（株）テクノメディカ
方式開発部
部長

その他参画機関
－

開発概要
タンタル酸ニオブ酸カリウム（KTN）光偏向器による新たな高速Enface-OCT装置を試作し、
発汗異常症診断への有用性を明らかにすることを目指す。本装置はタイムドメインOCT方式で
あり、従来法と比較して100倍以上の飛躍的な速度向上が可能なため、Swept source-OCT
に匹敵するイメージ取得速度が期待できる。さらに、OCT立体イメージを高速に取得し、これ
までOCTの古典的な方式となっているTD-OCTのブレークスルー技術の確立を目指す。 

開発概要
グローバルユースの安価なヘルスケア用の紙基板流路デバイス（PADs）の開発により、精密
機器や臨床検査室を必要とする現行の医療検査に比べて、簡便・迅速・低コストでの診断が可
能となる。PADsは、世界人口の80%にのぼる発展途上国での健診に使用可能であり、また先
進国における健康維持のための在宅スクリーニング検査にも寄与することから、世界的な医療
費の削減とライフイノベーションへの貢献が期待される。 

要素技術タイプ

普及型・高精細PET／MRI一体型装置の開発
チームリーダー／所属・役職

山谷　泰賀
（独）放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
チームリーダー

サブリーダー／所属・役職

清水　啓司
浜松ホトニクス（株）
開発本部　PET 開発グループ
グループ長代理

その他参画機関
横浜市立大学
千葉大学
東京大学

開発概要
ここ数年欧米で開発が進むPET/MRI一体型装置は、
被ばく低減や高い診断能の点で有利であるが、高額な
装置コストが普及の妨げとなっている。本開発では、
PETによるアルツハイマー病の発症前診断の普及を見
据え、高性能かつ普及型の新しいPET/MRIの開発を目
指す。具体的には、独自のPET検出器であるDOI検出
器を応用し、既存のMRI 装置にもアドオンできるPET
一体型MRI用RFコイルの開発を行う。 

開発するPET一体型MRI用RFコイルのイメージ図
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平成24年度採択開発課題
重点開発領域「ライフイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

乳がん検査用複素誘電率分布計測技術
チームリーダー／所属・役職

吉川　公麿
広島大学
ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
教授

サブリーダー／所属・役職

染井　潤一
シャープ（株）
電子デバイス事業本部　副事業部長

その他参画機関
東京工業大学
呉工業高等専門学校

開発概要
腫瘍と正常組織では誘電率および導電率が異なることに着目し、電磁波が誘電率の異なる界面
で反射する時間領域反射率計測の原理を利用することで、小型で携帯可能な非侵襲の乳がんス
クリーニング装置の開発を行う。本装置の開発により、女性が定期的にセルフチェックするこ
とが可能となり、乳がんの早期発見に貢献することが期待される。 

生体防御系を利用した疾患診断の基盤技術開発
チームリーダー／所属・役職

五島　直樹
（独）産業技術総合研究所
創薬分子プロファイリング研究センター
チーム長

サブリーダー／所属・役職

尾澤　哲
（株）セルフリーサイエンス
代表取締役社長

その他参画機関
北里大学
(株)ダイナコム
千葉大学
国立遺伝学研究所

開発概要
独自のプロテインアレイ技術をベースとし、低コストかつ網羅的に自己抗体測定を可能とする
プロテインアレイシステムの開発を行い、生体防御系としての抗体を利用した総合的疾患診断
システムの構築を行う。また、本システムを使用して、今後の自己抗体による診断システムの
基礎となる健常人の自己抗体データおよびHLAデータを取得し、疾患と自己抗体の関連解析を
行うための基盤データを構築する。本システムと基盤データをもとに総合的診断、早期診断、
免疫治療の評価が可能になると期待される。 

+HLA

独自のプロテインアレイ技術をベースとし、網羅的に自己抗体測定
を可能とするプロテインアレイシステムの開発を行い、生体防衛系
としての抗体を利用した総合的疾患診断システムの構築を行う

超早期診断に向けた超高感度デジタルELISA検査システムの開発
チームリーダー／所属・役職

吉村　徹
アボットジャパン（株）
診断薬・機器事業部　総合研究所
所長

サブリーダー／所属・役職

野地　博行
東京大学
大学院工学系研究科　応用化学専攻
教授

その他参画機関
日本赤十字社
武蔵野赤十字病院

開発概要
１分子単位で標的抗原分子を検出で
きるデジタルELISA法と、全自動免
疫測定システムを組み合わせること
で、超高感度かつハイスループット
な自動デジタルELISA検査システム
の開発を行う。これにより、現在の
診断で用いられている一般的な免疫
測定法に比べ、約１万倍以上の感度
向上が可能となる。本検査システム
の開発によって、疾病・感染症の超
早期診断や医療費負担軽減の実現が
期待される。 
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平成24年度採択開発課題
重点開発領域「ライフイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

粒子線治療における腫瘍の線量応答性観測システムの開発
チームリーダー／所属・役職

西尾　禎治
（独）国立がん研究センター
東病院臨床開発センター
粒子線医学開発分野　ユニット長

サブリーダー／所属・役職

岡本　俊
浜松ホトニクス(株)
第13部門
専任部員

その他参画機関
東海大学
京都大学
長岡技術科学大学

開発概要
陽子線・炭素線を用いた粒子線がん治療において、照射線量や腫瘍の線量応答性を的確に計測・
可視化するシステムは、個々の患者に対応したテーラーメイド粒子線治療の実現に重要である。
そのため、本開発では粒子線照射により患者腫瘍内に生成されるポジトロン放出核をマーカー
とする腫瘍内照射線量の可視化と腫瘍の線量応答性観測システムの構築を目指す。本観測シス
テムの開発により、粒子線がん治療の高精度化とその普及が進むことが期待される。

１細胞分子診断システム
チームリーダー／所属・役職

升島　努
（独）理化学研究所
生命システム研究センター 細胞質量分析研究チーム
チームリーダー

サブリーダー／所属・役職

小倉　誠
富士通（株）
総務部
特命顧問

その他参画機関
大阪大学　　福島県立医科大学
広島大学　　（株）デンソーウェーブ

開発概要
世界唯一の１細胞質量分析法を基盤に、数個しか取れない血液循環がん細胞（CTC）1個で、
がんの予後診断や薬効を高精度に診断する「１細胞診断システム」の開発を行う。このシステ
ムを更に、マーカー検出や高精度診断への応用に展開し、低侵襲で迅速、簡易な、高汎用・高
次分子診断法の確立を目指す。  

機器開発タイプ

甲状腺超音波画像コンピュータ支援診断システム開発のための調査研究（調査研究課題）
チームリーダー／所属・役職

緑川　早苗
福島県立医科大学
医学部　放射線健康管理学講座　内分泌学
准教授

サブリーダー／所属・役職

永田　武史
富士フイルム(株)
ディカルシステム事業部
技術マネージャー

その他参画機関
コセキ（株）

開発概要
福島県では、現在実施されている甲状腺検査の超音波画像を効率的に解析できるコンピューター
支援診断（CAD）システムの構築が急務となっている。本調査では甲状腺超音波画像に対する
CADシステム開発のための技術検討を行い、将来的に渡って活用できる診断システムの基盤形
成に向けて取り組む。 
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平成24年度採択開発課題
重点開発領域「ライフイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

高感度エピゲノム解析のためのマイクロ化学システムの開発
チームリーダー／所属・役職

伊藤　隆司
九州大学
大学院医学研究院
教授

サブリーダー／所属・役職

田澤　英克
マイクロ化学技研（株）
研究開発部
部長

その他参画機関
東京大学

開発概要
極少数（１～10個程度）のヒト細胞から、次世代シーケンサによるエピゲノム解析のためのシー
ケンスライブラリを自動調製するマイクロ化学システムを開発する。具体的には、全ゲノムバ
イサルファイトシーケンス法とクロマチン免疫沈降シーケンス法をマイクロ化学チップ上で実
現し、臨床研究現場におけるマーカー探索や細胞評価を加速する。更に、単一細胞エピゲノム
解析のプラットフォームとしての医学生物学研究の新局面開拓への貢献も目指す。 

iPS細胞を用いた三次元心筋組織チップ自動作製装置の開発 
チームリーダー／所属・役職

明石　満
大阪大学
大学院工学研究科　
教授

サブリーダー／所属・役職

瀬川　秀樹
（株）リコー
研究開発本部　未来技術総合研究センター
所長

その他参画機関
－

開発概要
正常および疾患特異的iPS細胞の創薬産業への応用を目指して、種々の三次元正常・疾患心筋
組織を集約した「三次元心筋組織チップ」の自動作製装置を開発する。市販のマイクロウェル
を活用でき汎用性に優れた本疾患特異的心筋組織チップは、様々な心疾患に対する新規薬剤の
開発、既存薬剤の心筋への新たな薬効評価、疾患発症機構の解明など、ライフイノベーション
への貢献が期待される。また、安全性等の評価の世界基準となる三次元生体組織構築に繋がる
ものである。 

開発予定のヒトiPS細胞由来三次元心筋組織チップ自動作製装置のイメージ図

54



平成24年度採択開発課題
重点開発領域「ライフイノベーション領域」

平成25年度採択開発課題

全自動超早期大腸がんスクリーニング診断システムの実用化
チームリーダー／所属・役職

尾島　典行
（株）島津製作所
分析計測事業部　技術部
課長

サブリーダー／所属・役職

吉田　優
神戸大学
大学院医学研究科　病因病態解析学
准教授

その他参画機関
国立がん研究センター

開発概要
現在、日本において、がんの中で大腸がんは、男性では3番目、女性では1番目に多い死因となっ
ており、早期診断法の開発が強く望まれている。本開発では、既に見出した早期診断が可能な
新規代謝物マーカーを自動的に検出するため、高速GC-MSに接続可能な自動抽出・誘導体化装
置の実用化を目指す。さらに医師・臨床検査技師が一目で結果がわかる判定表示ソフトウェア
を開発することで、簡便で高精度な診断システムを完成させる。この診断システムにより、大
腸がんの早期診断が期待される。 

個別化血栓止血医療を支援する検査システムの実用化
チームリーダー／所属・役職

林　義人
ソニー（株）
メディカル事業ユニット　
研究開発部門　LOC開発部
主任研究員

サブリーダー／所属・役職

山崎　健二
東京女子医科大学
心臓血管外科
主任教授

その他参画機関
－

開発概要
血液凝固検査において、従来法の課題を克服し、患者の包括的な凝固病態をより的確に把握す
るため、独自の誘電率測定による血液凝固検査システムの実用化を目指す。本システムは手術
室前室や集中治療室等、治療現場付近に設置され、複数種の検査を全自動的に実行し、結果を
迅速に医療者へ還元する。このシステムの実現により、術後出血に対する輸血治療や薬剤によ
る抗凝固／抗血小板治療等のテーラーメイド化が期待される。   

実証・実用化タイプ
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 高速応答ナノ材料シンチレータの開発
チームリーダー 浅井　圭介　東北大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 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
チームリーダー 新井　史人　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 生体・飲料・環境試料溶存イオンの導入技術の開発
チームリーダー 大平　慎一　熊本大学大学院自然科学研究科　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 迅速高感度な新規蛋白質間相互作用検出系の開発
チームリーダー 上田　宏　東京大学大学院工学系研究科　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 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
チームリーダー 木戸　博　徳島大学疾患酵素学研究センター　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 ガス電子増殖による新型光検出器の開発
チームリーダー 門叶　冬樹　山形大学理学部　教授
その他参画機関 首都大学東京、浜松ホトニクス（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 臨床用PETのための68Ga標識薬剤製造システムの開発
チームリーダー 中山　守雄　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 タンパク質―化合物複合体立体構造解析の自動化技術開発
チームリーダー 楯　真一　広島大学大学院理学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 近赤外レーザーを応用した安定同位体計測法の開発
チームリーダー 戸野倉　賢一　東京大学大学院新領域創成科学研究科　教授
その他参画機関 茨城大学、京都大学、理研計器（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 多分子ライブイメージングを可能とする蛍光プローブの開発
チームリーダー 廣瀬　謙造　東京大学大学院医学系研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 低温光共振器を用いた超高安定光源の開発
チームリーダー 坪野　公夫　東京大学大学院理学系研究科　教授
その他参画機関 高エネルギー加速器研究機構、（独）産業技術総合研究所、ネオアーク（株）

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 超伝導ナノ細線HEBM素子の高性能化開発
チームリーダー 福井　康雄　名古屋大学大学院理学研究科　教授
その他参画機関 大阪府立大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 中性子集光用非球面スーパーミラーデバイスの開発
チームリーダー 山村　和也　大阪大学大学院工学研究科　附属超精密科学研究センター　准教授
その他参画機関 （独）日本原子力研究開発機構

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 水分子をプローブとする物質・生体評価手法の開発
チームリーダー 八木原　晋　東海大学理学部　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 ナノプローブ形成用電界電離型ガスイオン源の開発
チームリーダー 畑　浩一　三重大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 多ピクセルTES型Ｘ線検出器の開発
チームリーダー 前畑　京介　九州大学大学院工学研究院　准教授
その他参画機関 （独）物質・材料研究機構、（独）宇宙航空研究開発機構

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 高度遺伝子解析のためのシャペロン材料の開発
チームリーダー 丸山　厚　九州大学先導物質化学研究所　教授
その他参画機関 東京大学、名古屋大学

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 SPECT用分子イメージングプローブの開発
チームリーダー 荒野　泰　千葉大学大学院薬学研究院　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 難易度の高いタンパク質試料の調製と標識技術の開発
チームリーダー 大木　進野　北陸先端科学技術大学院大学　ナノマテリアルテクノロジーセンター　教授
その他参画機関 石川県立大学

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 高度光診断治療に向けた生体組織の光学定数計測技術開発
チームリーダー 粟津　邦男　大阪大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 大阪大学（医学部附属病院）

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 半導体バイオセンシング技術による１チップゲノム解析
チームリーダー 坂田　利弥　東京大学大学院工学系研究科　講師
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 軟Ｘ線多層膜鏡の１Å精度波面補正技術の開発
チームリーダー 津留　俊英　東北大学多元物質科学研究所　助教
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 ナノ構造制御LaB6次世代電界放射電子銃の開発
チームリーダー 唐　捷　（独）物質・材料研究機構　材料信頼性萌芽ラボ　一次元ナノ材料グループ　グループリーダー
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 顕微メスバウア分光装置の空間分解能向上
チームリーダー 吉田　豊　静岡理工科大学理工学部　教授
その他参画機関 （株）アプコ

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 スピン偏極イオン散乱分光
チームリーダー 鈴木　拓　（独）物質・材料研究機構　光・電子材料ユニット　主幹研究員
その他参画機関 － 

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 GEMによる超高感度・大面積ガンマ線イメージセンサー
チームリーダー 房安　貴弘　長崎総合科学大学情報学部　准教授
その他参画機関 東京大学、（独）国立文化財機構東京文化財研究所、サイエナジー（株） 

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 高出力・広帯域波長可変レーザの開発
チームリーダー 室　清文　千葉大学大学院理学研究科　教授
その他参画機関 － 

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 革新的粘弾性計測手法実現への要素技術開発
チームリーダー 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
その他参画機関 東京大学生産技術研究所

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 中赤外光対応結像型２次元フーリエ分光法の開発
チームリーダー 石丸　伊知郎　香川大学工学部　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 生体透過率の極めて高い小型広帯域光源の開発
チームリーダー 竹田　美和　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 エルシード（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 臓器内部硬さ分布計測用MRE加振装置の開発
チームリーダー 但野　茂　北海道大学大学院工学研究院　教授
その他参画機関 北海道大学（理）、千葉大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 低酸素癌組織イメージング用発光プローブの開発
チームリーダー 飛田　成史　群馬大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 秋田県立大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  高次ナノ構造・酵素を利用した迅速・高感度な農薬センサの開発
チームリーダー 花岡　隆昌　（独）産業技術総合研究所　コンパクト化学プロセスセンター　ナノ空間設計チーム　副センター長兼チーム長
その他参画機関 （株）船井電機新応用技術研究所

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  次世代IMS（イオンモビリティスペクトロメータ）用カスケード増強型同軸円筒イオン化チェンバの開発
チームリーダー 松谷　貴臣　近畿大学理工学部　講師
その他参画機関 （株）エックスレイプレシジョン

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 革新的PET用３次元放射線検出器の開発
チームリーダー 山谷　泰賀　（独）放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター　チームリーダー
その他参画機関 千葉大学（工、フロンティアメディカル工学）、東京大学、浜松ホトニクス（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 SOI 技術による時間・空間 X 線イメージセンサー
チームリーダー 新井　康夫　高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 課 題 フォトニック結晶を利用した分光イメージセンサーの開発
チームリーダー 大寺　康夫　東北大学大学院工学研究科　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 課 題 バイオ技術による迅速・高感度・簡易アスベスト検出キット開発
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
その他参画機関 DS ファーマバイオメディカル（株）

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 課 題 光導波路素子を用いた高性能中赤外分光計測
チームリーダー 佐々田　博之　慶應義塾大学理工学部　教授
その他参画機関 東京工業大学

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 課 題 超高密度ハードディスク実現のためのナノ潤滑計測技術
チームリーダー 福澤　健二　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 分子キラリティー顕微鏡の開発
チームリーダー 河合　壯　奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 光周波数標準用超高品質光キャビティーの開発
チームリーダー 櫛引　淳一　東北大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 （独）情報通信研究機構、日本航空電子工業（株） 

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 ナノスケール高周波磁場検出・磁気力顕微鏡
チームリーダー 齊藤　準　秋田大学工学資源学部　教授
その他参画機関 秋田県産業技術総合研究センター

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 ICP-MS とレーザを融合させた極微量同位体分析装置の開発
チームリーダー 長谷川　秀一　東京大学大学院工学系研究科　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 単一磁束量子信号処理の超小型中性子回折装置
チームリーダー 藤巻　朗　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 大阪府立大学

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 共鳴Ｘ線非弾性散乱シミュレーターの開発
チームリーダー 林　久史　日本女子大学理学部　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 スピンプローブを用いた ESR 生体計測技術
チームリーダー 山中　千博　大阪大学大学院理学研究科　准教授
その他参画機関 九州大学、北里大学、（株）キーコム 

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 スピン偏極電子源
チームリーダー 中西　彊　名古屋大学大学院理学研究科　名誉教授
その他参画機関 大阪電気通信大学

開 発 期 間 平成17年10月～平成22年３月

開 発 課 題 X線円形多層膜ラウエレンズの開発
チームリーダー 篭島　靖　兵庫県立大学大学院物質理学研究科　教授
その他参画機関 NTT-AT ナノファブリケーション（株）

開 発 期 間 平成18年10月～平成22年３月

開 発 課 題 サブミリ分解能をもつ拡張型高速PETの要素開発
チームリーダー 片岡　淳　早稲田大学理工学研究所　准教授
その他参画機関 （独）宇宙航空研究開発機構

開 発 期 間 平成18年10月～平成22年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 走査エレクトロスプレーによる分子イメージング
チームリーダー 平岡　賢三　山梨大学クリーンエネルギー研究センター　特任教授
その他参画機関 山梨大学大学院医学工学総合研究部（工学部、医学部）、（独）理化学研究所

開 発 期 間 平成18年10月～平成22年３月

開 発 課 題 膜に関連するタンパク質の配列・構造粗視化解析技術
チームリーダー 美宅　成樹　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 エスアイアイ・ナノテクノロジー（株）

開 発 期 間 平成18年10月～平成22年３月

開 発 課 題 ガスクラスターSIMS基本技術の開発
チームリーダー 持地　広造　兵庫県立大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成18年10月～平成22年３月

開 発 課 題 ピレン誘導体化による超微量糖ペプチド MALDI-MSn
チームリーダー 天野　純子　（財）野口研究所糖鎖生物学研究室　室長
その他参画機関 （株）島津製作所

開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月

開 発 課 題 タンパク質および核酸の超高感度シグナル検出試薬
チームリーダー 伊藤　悦朗　徳島文理大学香川薬学部　教授
その他参画機関 北海道大学、北海道医療大学、（株）ビーエル

開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月

開 発 課 題 ハンディー型全反射蛍光 X 線元素センサー
チームリーダー 河合　潤　京都大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月

開 発 課 題 室温で動作する生体磁気信号計測用薄膜磁界センサの開発
チームリーダー 薮上　信　東北学院大学工学部　教授　
その他参画機関 宮城工業高等専門学校、（財）電気磁気材料研究所、宮城県産業技術総合センター

開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月

開 発 課 題 超高効率なタンパク質スクリーニング技術の開発
チームリーダー 柳川　弘志　慶應義塾大学理工学部　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20 年10月～平成22年３月

開 発 課 題 AFM 探針形状評価技術の開発
チームリーダー 一村　信吾　（独）産業技術総合研究所　理事 
その他参画機関 東京理科大学、（独）物質・材料研究機構、NTT アドバンステクノロジー（株） 

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 誘導パラメトリック蛍光顕微法
チームリーダー 伊東　一良　大阪大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 高感度・高密度バイオ光受容素子
チームリーダー 井上　康則　東京理科大学理工学部　教授 
その他参画機関 東京大学、東京工業大学、名古屋大学、（独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 質量分析用超高感度粒子検出技術
チームリーダー 大久保　雅隆　（独）産業技術総合研究所　計測フロンティア研究部門　副研究部門長
その他参画機関 浜松医科大学、コアックス（株）、岩通計測（株）

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 細胞内蛋白質統合検出システム
チームリーダー 片山　栄作　千葉大学工学部特任研究員　教授 
その他参画機関 工学院大学、順天堂大学、国立精神・神経センター、（独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 DNA エンコード技術による生体情報分析法
チームリーダー 陶山　明　東京大学大学院総合文化研究科　教授
その他参画機関 東京大学（医、情報理工）、東京工業大学、東京理科大学、オリンパス（株）

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 生体計測用・超侵達度光断層撮影技術
チームリーダー 大林　康二　北里大学大学院医療系研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 単原子実用電子源の開発
チームリーダー 大島　忠平　早稲田大学理工学術院　教授
その他参画機関 電気化学工業（株）、（株）アプコ、（株）ホロン

開 発 期 間 平成18年10月～平成21年３月

開 発 課 題 高効率回折・分光のための精密点集光結晶の実用化
チームリーダー 中嶋　一雄　京都大学大学院エネルギー科学研究科    客員教授
その他参画機関 京都大学

開 発 期 間 平成18年10月～平成21年３月

開 発 課 題 高精度高分解能荷電粒子撮像素子の開発
チームリーダー 圦本　尚義　北海道大学大学院理学研究院　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成18年10月～平成21年３月

開 発 課 題 汎用走査プローブ顕微鏡シミュレータ
チームリーダー 塚田　捷　東北大学原子分子材料科学高等研究機構　教授
その他参画機関 東京大学、東京工業大学、成蹊大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月 

開 発 課 題 超高感度質量分析のためのサンプル前処理・導入システムの開発
チームリーダー 夏目　徹　（独）産業技術総合研究所　生物情報解析研究センター　チームリーダー
その他参画機関 （独）理化学研究所、（株）テクニスコ、日京テクノス（株）

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 ナノ物体計測のための操作観測技術の開発
チームリーダー 藤田　博之　東京大学生産技術研究所　教授
その他参画機関 静岡大学、香川大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月 

開 発 課 題 X 線位相情報による高感度医用撮像技術の開発
チームリーダー 百生　敦　東京大学大学院新領域創成科学研究科　准教授
その他参画機関 兵庫県立大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月

開 発 課 題 超微量用固体 NMR プローブの開発
チームリーダー 山内　一夫　Senior Research Scientist, King Abdullah University of Science and  Technology
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月

開 発 課 題 高精度高安定 pH 計測用イオン液体塩橋の開発
チームリーダー 垣内　隆　京都大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 （株）堀場製作所

開 発 期 間 平成17年10月～平成20年３月

開 発 課 題 ファンクショナル熱レンズ顕微鏡
チームリーダー 渡慶次　学　マイクロ化学技研（株）　特別研究員
その他参画機関 東京大学、（財）神奈川科学技術アカデミー、日本板硝子（株） 

開 発 期 間 平成17年10月～平成20年３月

開 発 課 題 4 探針STM の制御系および多機能ナノチューブ探針の開発
チームリーダー 長谷川　修司　東京大学大学院理学系研究科　教授
その他参画機関 （株）大阪大学、（株）ユニソク

開 発 期 間 平成16年10月～平成19 年３月

開 発 課 題 生体分子のオンチップ分離・回収と1分子機能解析
チームリーダー 船津　高志　東京大学大学院薬学系研究科　教授
その他参画機関 早稲田大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成19年３月 

開 発 課 題 低速・軽イオン励起特性 X 線の精密分析技術
チームリーダー 古屋　一夫　（独）物質・材料研究機構　国際ナノテクノロジーネットワーク拠点　副拠点長
その他参画機関 （株）島津製作所

開 発 期 間 平成16年10月～平成19年３月

開 発 課 題 薬物・医療スクリーニングを目指したオンチップ・セロミクス計測技術の開発
チームリーダー 安田　賢二　東京医科歯科大学生体材料工学研究所　教授 
その他参画機関 長崎大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成19年３月
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要素技術タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 高感度脂質分析のための質量分析技術に関する調査研究
チームリーダー 裏出　良博　（財）大阪バイオサイエンス研究所分子行動生物学部門　研究部長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 mRNA ポリA のハイスループット決定技術に関する調査研究
チームリーダー 程　肇　金沢大学自然システム学系　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 環境共生地熱開発のための計測・探査技術に関する調査研究
チームリーダー 新妻　弘明　東北大学大学院環境科学研究科　教授　
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 万能ヒドロゲル化学センサーアレイ開発のための調査研究
チームリーダー 早下　隆士　上智大学理工学部　教授
その他参画機関 （独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

調査研究
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題  実時間型エアロゾル多成分複合分析計の開発
チームリーダー 竹川　暢之　東京大学先端科学技術研究センター　准教授
サブリーダー 平山　紀友　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
その他参画機関 （独）海洋研究開発機構

開 発 期 間  平成20年10月～平成25年３月

開 発 課 題  誘電スペクトロサイトメーターの開発
チームリーダー 大森　真二　ソニー（株）　メディカル事業ユニット　研究開発部門　医用技術研究部　統括課長
サブリーダー 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
その他参画機関 －

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  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
その他参画機関 （独）農業・食品産業技術総合研究機構

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  有機太陽電池用界面電界・寿命評価装置の開発
チームリーダー 京増 　幹雄　プレサイスゲージ（株）　技術開発室　室長
サブリーダー 岩本　光正　東京工業大学　大学院理工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  ラベル不要の高機能性バイオセンサシステムの開発
チームリーダー Penmetcha K.R. Kumar　（独）産業技術総合研究所　バイオメディカル研究部門　主任研究員
サブリーダー 南雲　收　（株）デザインテック　企画室　企画室長
その他参画機関 京都大学

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  超高速スクリーニングのための新型マイクロアレイシステム開発
チームリーダー 西垣　功一　埼玉大学大学院理工学研究科　教授
サブリーダー 武居　修　（株）ライフテック　研究開発部　グループリーダー
その他参画機関 （株）エンプラス、ジェナシス（株）、ファインテック（株）

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  光コムを用いた空間絶対位置超精密計測装置の開発
チームリーダー 松本　弘一　東京大学大学院工学系研究科　特任教授
サブリーダー 石橋　爾子　ネオアーク（株）技術開発部　副主任研究員
その他参画機関 （独）産業技術総合研究所、高エネルギー加速器研究機構

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題  迅速がん診断用赤外顕微装置の開発
チームリーダー 三好　憲雄　福井大学医学部　助教
サブリーダー 武田　秀樹　（株）第一科学　特機営業部　部長
その他参画機関 日本分光（株）

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題  超高速・超解像1蛍光分子顕微鏡システムの開発
チームリーダー 楠見　明弘　京都大学物質－細胞統合システム拠点　教授
サブリーダー 竹内　信司　（株）フォトロン　イメージング部開発グループ　新市場製品開発チーム　チーム長
その他参画機関 －

開 発 期 間  平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題  アルミナ基プロトン導電体を用いた溶融金属用水素センサの開発
チームリーダー 武津　典彦　名古屋工業大学おもひ領域　プロジェクト教授
サブリーダー 大島　智子　（株）TYK機能材料研究所　主任研究員
その他参画機関 －

開 発 期 間  平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題  高効率・高品位タンパク質結晶生成システムの開発
チームリーダー 和田　仁　（独）物質・材料研究機構　超伝導線材ユニット　特別研究員
サブリーダー 清原　元輔　（株）清原光学　代表取締役社長
その他参画機関 東京大学、味の素（株）、京都大学

開 発 期 間  平成21年10月～平成25年３月

開 発 領 域 ハードウェアによる計測限界を突破するためのコンピュータ融合型計測分析システム
開 発 課 題  超音波計測連成解析による超高精度生体機能計測システム
チームリーダー 早瀬　敏幸　東北大学流体科学研究所　所長
サブリーダー 小杉　隆司　（株）アールテック　代表取締役
その他参画機関 東北大学（情報シナジーセンター、大学院医工学研究科）
開 発 期 間  平成18年10月～平成24年３月

開 発 領 域 人体内の臓器、病態、脳の高次機能などの無・低侵襲リアルタイム高解像度３次元観察、及び人体中の物質の無・低侵襲定量分析
開 発 課 題  高アスペクト比Ｘ線格子を用いた位相型高感度Ｘ線医用診断機器の開発
チームリーダー 百生　敦　東北大学多元物質科学研究所　教授
サブリーダー 長束　澄也　コニカミノルタエムジー（株）　開発本部　画像応用開発チームリーダー
その他参画機関 兵庫県立大学、埼玉医科大学
開 発 期 間  平成19年10月～平成24年３月

開 発 領 域 地球環境問題に関わる環境物質のオンライン多元計測・分析システム
開 発 課 題  ３次元高精度リアルタイム撮像ライダー装置
チームリーダー 佐々木　真人　東京大学宇宙線研究所　准教授
サブリーダー 武山　芸英　（株）ジェネシア　代表取締役
その他参画機関 千葉大学、茨城大学
開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題  超高速テラヘルツ波品質管理センサーの開発
チームリーダー 谷　正彦　福井大学遠赤外領域開発研究センター　教授
サブリーダー 西澤　誠治　（株）先端赤外　代表取締役社長
その他参画機関 信州大学
開 発 期 間  平成20年10月～平成24年３月

開 発 領 域 地球環境問題に関わる環境物質のオンライン多元計測・分析システム
開 発 課 題  CO2濃度と風・気温の鉛直分布同時測定ライダーの開発
チームリーダー 長澤　親生　首都大学東京大学院システムデザイン研究科　教授
サブリーダー 塚本　誠　英弘精機（株）　環境機器事業部技術研究所　所長
その他参画機関 －
開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 領 域 非侵襲的バイオ計測・イメージング手法による生体内単一細胞の応答情報計測
開 発 課 題  生細胞活性可視化診断用ラマン分光顕微鏡の開発
チームリーダー 濵口　宏夫　東京大学大学院理学系研究科　教授
サブリーダー 河戸　孝二　富士フイルム（株）Ｒ＆Ｄ統括本部　解析技術センター　研究担当部長
その他参画機関 学習院大学、大阪大学、サントリーホールディングス（株）、花王（株）、（株）東京インスツルメンツ
開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 領 域 進化工学・分子デザイン手法等による高機能性バイオセンサー・デバイスを備えた計測分析
開 発 課 題  表面プラズモン共鳴―表面プラズモン励起蛍光複合装置の開発
チームリーダー 岩田　博夫　京都大学再生医科学研究所　教授
サブリーダー 村上　淳　アークレイ（株）研究開発部　部長
その他参画機関 京都工芸繊維大学
開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  光回析技術を用いた機能性微粒子の実時間識別システムの開発
チームリーダー 鵜野　克宏　茨城大学工学部　准教授
サブリーダー 清水　勲　（有）高度技術研究所技術開発部　取締役
その他参画機関 －
開 発 期 間  平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  超小型近赤外分光測定装置の開発
チームリーダー 川島　隆太　東北大学加齢医学研究所　教授
サブリーダー 荻野　武　（株）日立製作所新事業開発本部　マネージャー
その他参画機関 －
開 発 期 間  平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  ハイスループットタンパク質生産システムの開発
チームリーダー 田丸　浩　三重大学大学院生物資源学研究科　准教授
サブリーダー 橋本　正敏　橋本電子工業（株）　代表取締役社長
その他参画機関 －
開 発 期 間  平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題  浮遊型プローブによるプロセスプラズマ分析装置の開発
チームリーダー 進藤　春雄　東海大学情報理工学部　教授
サブリーダー 柳澤　道彦　（株）ランドマークテクノロジー　技術本部　部長
その他参画機関 －
開 発 期 間  平成22年10月～平成24年３月

開 発 課 題 大気中・液中で動作する原子分解能分析顕微鏡
チームリーダー 粉川　良平　（株）島津製作所　分析計測事業部プロダクトマネージャー　
サブリーダー 山田　啓文　京都大学大学院工学研究科　准教授
その他参画機関 金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学、神戸大学
開 発 期 間 平成17年10月～平成23年３月

開 発 領 域 ハードウェアによる計測限界を突破するためのコンピュータ融合型計測分析システム
開 発 課 題 蛋白質解析用超高感度テラヘルツ波 NMR 装置
チームリーダー 藤原　敏道　大阪大学蛋白質研究所　教授
サブリーダー 穴井　孝弘　日本電子（株）NM 事業ユニット　ユニット長
その他参画機関 福井大学

開 発 期 間 平成18年10月～平成23年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 領 域 リアルタイム・ハイスループット観察、リアルタイム制御、又はものづくり環境適応可能な計測分析システム
開 発 課 題 非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発
チームリーダー 民谷　栄一　大阪大学大学院工学研究科　教授
サブリーダー 金子　努　武蔵エンジニアリング（株）　DS技術部　課長
その他参画機関 東京工業大学、田中貴金属工業（株）、（有）バイオデバイステクノロジー

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 領 域 人体内の臓器、病態、脳の高次機能などの無・低侵襲リアルタイム高解像度３次元観察、及び人体中の物質の無・低侵襲定量分析
開 発 課 題 機能OCT網膜内因性信号計測システム開発
チームリーダー 楠城　紹生　（株）ニデック研究開発本部探索研究部　主席研究員
サブリーダー 角田　和繁　（独）国立病院機構　東京医療センター　臨床研究センター視覚生理学研究室　室長
その他参画機関 （独）理化学研究所

開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 課 題 質量分析機能を備えた気体核磁気共鳴分光装置
チームリーダー 冨宅　喜代一　神戸大学大学院理学研究科　名誉教授
サブリーダー 広瀬　量一　ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（株）マグネット部　技術営業担当部長
その他参画機関 大阪府立大学
開 発 期 間 平成19年10月～平成23年３月

開 発 領 域 機能材料・デバイスのマイクロからナノレベルに至る構造と組成・状態のシームレス分析計測
開 発 課 題 生体内反応の定量化をめざしたオプトQCM装置の開発
チームリーダー 岡畑　惠雄　東京工業大学大学院生命理工学研究科　教授
サブリーダー 伊藤　敦　（株）アルバック技術開発部　部長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 領 域 知覚（視覚）機能を考慮した材料および製品の性状・品質評価計測
開 発 課 題 高圧型定圧吸着量測定装置
チームリーダー 仲井　和之　日本ベル（株）代表取締役
サブリーダー 飯山　拓　信州大学理学部　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 タンパク質超高感度質量分析のための次世代微量サンプル導入システム
チームリーダー 夏目　徹　（独）産業技術総合研究所　バイオメディシナル情報研究センター　チーム長
サブリーダー 吉岡　豊吉　（株）テクニスコ　専務取締役
その他参画機関 （独）理化学研究所、日京テクノス（株）

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 革新的高感度エンドトキシン測定装置の開発
チームリーダー 丸山　征郎　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　教授
サブリーダー 黒川　洋　旭化成クラレメディカル（株）医療製品開発本部　次世代透析推進部　副部長
その他参画機関 （財）微生物化学研究会

開 発 期 間 平成20年10月～平成2３年3月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 領 域 非侵襲的バイオ計測・イメージング手法による生体内単一細胞の応答情報計測
開 発 課 題 局所・大局同時並行タイムラプスシステムの開発
チームリーダー 峰雪　芳宣　兵庫県立大学大学院生命理学研究科　教授
サブリーダー 馬野　且元　三谷商事（株）情報システム事業部　ビジュアルシステム部大阪営業所　担当課長
その他参画機関 （株）ニコンインステック

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 領 域 生体内・細胞内の生体高分子の高分解能動態解析（原子・分子レベル、局所・3次元解析）
開 発 課 題 生体分子3次元高分解能動態解析装置の開発
チームリーダー 伊東　修一　オリンパス（株）研究開発センター　精密技術開発本部　課長
サブリーダー 安藤　敏夫　金沢大学理工研究域数物科学系　教授
その他参画機関 京都大学、北陸先端科学技術大学院大学、名古屋工業大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成22年３月

開 発 領 域 生体内・細胞内の生体高分子の高分解能動態解析（原子・分子レベル、局所・3次元解析）
開 発 課 題 超高速バイオナノスコープの開発
チームリーダー 江藤　剛治　近畿大学理工学部　教授
サブリーダー 斎藤　良治　オリンパス（株）ライフサイエンスカンパニー　MIS事業部MIS開発２部　技術開発グループ　次長
その他参画機関 （独）理化学研究所、（財）NHKエンジニアリングサービス

開 発 期 間 平成16年10月～平成22年３月

開 発 領 域 ナノレベルの物性・機能の複合計測
開 発 課 題 中性子スピン干渉原理に基づく中性子スピンエコー装置開発
チームリーダー 川端　祐司　京都大学原子炉実験所　教授
サブリーダー 岡本　利樹　明昌機工（株）　代表取締役
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成22年３月

開 発 領 域 生体内・細胞内の生体高分子の高分解能動態解析（原子・分子レベル、局所・3次元解析）
開 発 課 題 実験動物用のオプティカルバイオプシーシステム
チームリーダー 佐藤　英俊　（独）理化学研究所、加藤分子物性研究室　客員主監（兼）関西学院大学理工学部　准教授
サブリーダー 浦　信夫　（株）相馬光学　代表取締役
その他参画機関 東北大学（医工、医）、関西学院大学、（株）町田製作所

開 発 期 間 平成16年10月～平成22年３月

開 発 領 域 極微少量環境物質の直接・多元素・多成分同時計測
開 発 課 題 収束イオンビーム/レーザーイオン化法による単一微粒子の履歴解析装置
チームリーダー 藤井　正明　東京工業大学資源化学研究所　教授
サブリーダー 林　俊一　新日本製鐵（株）　先端技術研究所　主幹研究員
その他参画機関 分子科学研究所、工学院大学
開 発 期 間 平成16年10月～平成22年３月

開 発 領 域 単一細胞内の生体高分子、遺伝子、金属元素等全物質の定量的、網羅的分析
開 発 課 題 単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システム
チームリーダー 安倍　真澄　（独）放射線医学総合研究所　特別上席研究員
サブリーダー 内田　浩二　オリエンタル酵母工業（株）　長浜事業所　生化学生産開発センター　所長
その他参画機関 北海道大学、（株）アステック
開 発 期 間 平成17年10月～平成22年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 生物発光リアルタイム測定システム
チームリーダー 石浦　正寛　名古屋大学遺伝子実験施設　教授　
サブリーダー 白木　央　中立電機（株）FA 事業部　技監（前 取締役事業部長）
その他参画機関 浜松ホトニクス（株）
開 発 期 間 平成17年10月～平成22年３月

開 発 課 題 3次元化学状態解析硬Ｘ線光電子分光装置
チームリーダー 小林　啓介　（独）物質・材料研究機構　共用ビームステーション　ステーション長
サブリーダー 鈴木　峰晴　アルバック･ファイ（株）市場開発部　部長
その他参画機関 名古屋大学、京都大学、大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学、東京都市大学、（財）高輝度光科学研究センター
開 発 期 間 平成17年10月～平成22年３月

開 発 領 域 ナノレベル領域における微量元素・点欠陥の化学状態及び分布状態の定量分析（ナノキャラクタリゼーション）
開 発 課 題 透過型陽電子顕微鏡
チームリーダー 藤浪　眞紀　千葉大学大学院工学研究科　教授
サブリーダー 松谷　幸　日本電子（株）SM事業ユニット　理事
その他参画機関 筑波大学、帝京科学大学、（独）産業技術総合研究所
開 発 期 間 平成17年10月～平成22年３月

開 発 領 域 機能発現・作動状態下におけるマクロからミクロレベルのダイナミック計測
開 発 課 題 高度ものづくり支援-超高温熱物性計測システムの開発
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
その他参画機関 東北大学（工）、慶応義塾大学、首都大学東京、学習院大学
開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月

開 発 課 題 低価格脳機能異常部位表示装置の開発
チームリーダー 小杉　幸夫　東京工業大学　大学院総合理工学研究科　教授
サブリーダー 武者　利光　（株）脳機能研究所　代表取締役
その他参画機関 －
開 発 期 間 平成20年10月～平成22年３月

開 発 課 題 超LSI故障個所解析装置
チームリーダー 二川　清　大阪大学大学院情報科学研究科情報システム工学専攻　特任教授
サブリーダー 山下　将嗣　（独）理化学研究所　テラヘルツイメージング研究チーム　研究員
その他参画機関 大阪大学（情報科学）、浜松ホトニクス（株）
開 発 期 間 平成17年10月～平成21年12月

開 発 領 域 ナノレベルの物性・機能の複合計測
開 発 課 題 分解能スピン偏極走査電子顕微鏡
チームリーダー 小池　和幸　北海道大学大学院理学研究院　教授
サブリーダー 田澤　豊彦　日本電子（株）　SA事業ユニット　ユニット長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年９月

開 発 領 域 リアルタイム・ハイスループット観察、リアルタイム制御、又はものづくり環境適応可能な計測分析システム
開 発 課 題 文化財保全環境モニター開発 ̶土壌由来のカビの検出
チームリーダー 鈴木　孝仁　奈良女子大学理学部　教授
サブリーダー 大久保　衛　（株）ソダ工業　主任技師
その他参画機関 近畿大学、（株）エックスレイプレシジョン、新日本電工（株）

開 発 期 間 平成19年10月～平成22年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 半導体素子増幅による光検出器の開発
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 久嶋　浩之　浜松ホトニクス（株）電子管設計第１グループ　グループ長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 実験小動物の生体内の代謝の個体レベルでの無・低侵襲的解析、可視化
開 発 課 題 レドックス動態の磁気共鳴統合画像解析システム
チームリーダー 内海　英雄　（独）医薬品医療機器総合機構　理事／センター長
サブリーダー 水田　幸男　日本電子（株）第二技術本部　ESRグループ長
その他参画機関 崇城大学、（株）日立メディコ、富士電機システムズ（株）、三菱ウェルファーマ（株）、（独）放射線医学総合研究所

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 極微少量環境物質の直接・多元素・多成分同時計測
開 発 課 題 非解離イオン化法全プロファイル分析標準計測装置
チームリーダー 伊永　隆史　首都大学東京大学院理工学研究科　教授
サブリーダー 松田　耕一郎　（株）堀場製作所　室長
その他参画機関 （株）山武

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 生体内・細胞内の生体高分子の高分解能動態解析（原子・分子レベル、局所・3次元解析）
開 発 課 題 顕微質量分析装置の開発
チームリーダー 瀬藤　光利　浜松医科大学医学部解剖学　教授
サブリーダー 吉田　佳一　（株）島津製作所　取締役／基盤技術研究所　所長
その他参画機関 大阪大学、（財）癌研究会、（株）三菱化学生命科学研究所

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 極微少量環境物質の直接・多元素・多成分同時計測
開 発 課 題 大気浮遊粒子用蛍光X線分析装置の開発
チームリーダー 谷口　一雄　（株）テクノエックス　代表取締役
サブリーダー 松浦　秀治　大阪電気通信大学工学部　教授
その他参画機関 大阪市立大学、山口東京理科大学、（独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 実験小動物の生体内の代謝の個体レベルでの無・低侵襲的解析、可視化
開 発 課 題 到来方向測定による高感度ガンマ線 3D カメラの開発
チームリーダー 谷森　達　 京都大学大学院理学研究科　教授
サブリーダー 山本　悦治　（株）日立メディコ　執行役、経営サポート本部長（兼）応用機器開発室長
その他参画機関 京都大学（医、薬）、慶應義塾大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 ナノレベルの物性・機能の複合計測
開 発 課 題 複合型走査型非線形誘電率顕微鏡の開発
チームリーダー 長　康雄　 東北大学電気通信研究所　教授
サブリーダー 安武　正敏　エスアイアイ・ナノテクノロジー（株）　部長
その他参画機関 富士通（株）

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置開発
チームリーダー 西村　紳一郎　北海道大学大学院先端生命科学研究院　教授
サブリーダー 小島　正也　（株）日立ハイテクノロジーズ　那珂事業所バイオ・分析システム設計部　部長
その他参画機関 北海道大学（医）、弘前大学、慶応義塾大学

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 領 域 極微少量環境物質の直接・多元素・多成分同時計測
開 発 課 題 光イオン化質量分析法による微粒子・微量成分計測
チームリーダー 松見　豊　 名古屋大学太陽地球環境研究所　教授
サブリーダー 藤原　雅彦　（株）堀場製作所　部長
その他参画機関 東京大学、京都大学、（独）国立環境研究所、（株）トヤマ

開 発 期 間 平成16年10月～平成21年３月

開 発 課 題 高分解能眼底顕微鏡
チームリーダー 東條　徹　（株）トプコン　執行役員、生産グループ統括
サブリーダー 不二門　尚　大阪大学大学院医学系研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成17年10月～平成21年３月

開 発 課 題 可搬型環境分析用アスベスト高感度Ｘ線回折装置の開発
チームリーダー 中村　利廣　明治大学理工学部　教授
サブリーダー 藤縄　剛　（株）リガク第一事業部　主幹技師
その他参画機関 －
開 発 期 間 平成18年10月～平成20年９月

開 発 領 域 ナノレベルの物質構3次元可視化
開 発 課 題 非破壊3次元  TOF-RBS 分析装置の開発
チームリーダー 高井　幹夫　大阪大学極限量子科学研究センター　教授
サブリーダー 澤良木　宏　（株）エー・アンド・デイ　部長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月

開 発 課 題 生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡
チームリーダー 谷田貝　豊彦　筑波大学大学院数理物質科学研究科　教授
サブリーダー 戸井田　昌宏　富士フイルム（株）R&D統括本部　先進コア技術研究所　主任研究員
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成16年10月～平成20年３月

開 発 課 題 オンサイト環境測定用マイクロガスクロマトシステム
チームリーダー 内山　一美　首都大学東京都市環境学部　教授
サブリーダー 小森　亨一　（株）島津製作所分析計測事業部　GC担当マネージャー
その他参画機関 弘前大学、富士電機システムズ（株）、東京都健康安全研究センター

開 発 期 間 平成17年10月～平成20年３月
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機器開発タイプ

終了開発課題

開 発 課 題 脳血管内治療用“MRI+MRI 対応デバイス”システム開発のための調査研究
チームリーダー 滝　和郎　三重大学大学院医学系研究科　脳神経外科学　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成22年３月

開 発 課 題 認知症の早期スクリーニングのための計測分析システムに関する調査研究
チームリーダー 伊藤　英則　（株）島津製作所　産学官・プロジェクト推進室　嘱託
その他参画機関 名古屋工業大学、（独）国立長寿医療センター（株）イフコム

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 複雑系の計測評価技術―ニオイの計測―に関する調査研究
チームリーダー 木内　正人　（独）産業技術総合研究所　ユビキタスエネルギー研究部門　主任研究員
その他参画機関 住友金属テクノロジー（株）、関西大学、奈良女子大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 質量分析計（MS）による多項目同時臨床検査技術の包括的開発に関する調査研究
チームリーダー 小寺　義男　北里大学理学部　准教授　理学部附属疾患プロテオミクスセンター　センター長　
その他参画機関 サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）、千葉大学、日東紡績（株）、（独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 材料創成に資する動的その場解析のためのＸ線吸収測定装置に関する調査研究
チームリーダー 小林　慶規　（独）産業技術総合研究所計測標準研究部門　研究室長
その他参画機関 （株）リガク

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 航空機大気観測の全自動システム開発のための調査研究
チームリーダー 近藤　豊　東京大学先端科学技術研究センター　教授
その他参画機関 東京大学（理）、茨城大学、ダイヤモンドエアサービス（株）、中菱エンジニアリング（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 アクセス不能部位で使用可能な腐食センシング機器開発のための調査研究
チームリーダー 篠原　正　（独）物質・材料研究機構材料信頼性センター　グループリーダー
その他参画機関 東京工業大学、青山学院大学、東北大学、（独）日本原子力研究開発機構

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 複雑系科学に基づく経年変化の計測と予測に関する調査研究
チームリーダー 津田　一郎　北海道大学数学連携研究センター　センター長
その他参画機関 岡山大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

調査研究
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ソフトウェア開発タイプ

開 発 課 題 HiCEP ピークデータベースの開発
チームリーダー 安倍　真澄　（独）放射線医学総合研究所　特別上席研究員
サブリーダー 湯野川　春信　（株）メイズ　代表取締役
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 生物発光リアルタイム測定解析ソフトウェアの開発
チームリーダー 白木　央　中立電機（株）FA事業部　技監（前 取締役事業部長）
サブリーダー 石浦　正寛　名古屋大学遺伝子実験施設　名誉教授
その他参画機関 中部大学、（株）コーネット

開 発 期 間 平成21年10月～平成25年３月

開 発 課 題 MSnスペクトルから糖ペプチド構造を推定するソフトウェアの開発
チームリーダー 天野　純子　（公財）野口研究所　研究部　糖鎖生物学研究室　室長
サブリーダー 高羽　洋充　東北大学大学院工学研究科　准教授
その他参画機関 ライフィックス(株)

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 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
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
サブリーダー 河崎　哲男　（株）インテック　先端技術研究所　所長
その他参画機関 (有）シリコンバイオ

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 光バイオプシー診断における超高速処理ソフトウェアの開発
チームリーダー 大林　康二　北里大学大学院医療系研究科　教授
サブリーダー 池田　練造　（株）システムハウス　つくば事業所　所長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 IMS による土壌由来カビ検出データベースの構築
チームリーダー 竹内　孝江　奈良女子大学理学部　准教授
サブリーダー 中村　義隆　（株）ダイナコム開発部　部長
その他参画機関 名古屋大学、東邦大学、（独）産業技術総合研究所

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 超高温熱物性計測システム支援ソフトウェアの開発
チームリーダー 塚田　隆夫　東北大学大学院工学研究科　教授
サブリーダー 島田　賢次　アルバック理工（株）　研究開発部　副部長
その他参画機関 東北大学（多元研）、首都大学東京、学習院大学、慶應義塾大学、（株）システムハウス

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 超LSI 故障個所解析装置ソフトウェアの開発
チームリーダー 中前　幸治　大阪大学大学院情報科学研究科　教授
サブリーダー 松本　徹　浜松ホトニクス（株）　システム事業部　専任部員
その他参画機関 （独）理化学研究所、（株）アストロン

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

終了開発課題
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開 発 課 題 多孔性材料の細孔分布解析ソフトウェアの開発
チームリーダー 宮原　稔　京都大学大学院工学研究科　教授
サブリーダー 仲井　和之　日本ベル（株） 代表取締役
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 糖鎖による診断システム統合ソフトウェアの開発
チームリーダー 西村　紳一郎　北海道大学大学院先端生命科学研究院　教授
サブリーダー 福島　信弘　サイエンス・テクノロジー・システムズ（株）　代表取締役社長兼技術部部長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 質量顕微鏡法における空間特異的情報検出ソフトウェアの開発
チームリーダー 松浦　正明　（財）癌研究会　ゲノムセンター情報解析グループ　グループリーダー
サブリーダー 梶原　茂樹　（株）島津製作所基盤技術研究所　主任研究員
その他参画機関 浜松医科大学、慶應義塾大学、関西医科大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの開発
チームリーダー 森　博太郎　大阪大学超高圧電子顕微鏡センター　特任教授
サブリーダー 古江　基樹　（株）国際バイオインフォマティクス研究所　代表取締役
その他参画機関 大阪大学（情報科学）、大阪工業大学

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 赤外線カメラを用いた二次元可視化熱分析用ソフトウェアの開発
チームリーダー 森川　淳子　東京工業大学理工学研究科　准教授
サブリーダー 山崎　精二　三幸電子（株）　代表取締役
その他参画機関 セキテクノトロン（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 電子顕微鏡の高精度制御及び生体高分子結晶構造解析ソフトウェアの開発
チームリーダー 米倉　功治　（独）理化学研究所　播磨研究所　米倉生体機構研究室　准主任研究員
サブリーダー 富田　正弘　（株）日立ハイテクノロジーズ　ナノテクノロジー製品事業本部　那珂事業所　技術アドバイザー
その他参画機関 東京大学、（株）日立ハイテクフィールディング

開 発 期 間 平成21年10月～平成24年３月

開 発 課 題 多重磁気共鳴画像化支援ソフトウェアの開発
チームリーダー 市川　和洋　九州大学先端融合医療創成センター　教授
サブリーダー 水田　幸男　日本電子（株）NM事業ユニット　NMアプリケーショングループ　グループ長
その他参画機関 ランダムフラクタルシステムズ（株）

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

開 発 課 題 電子顕微鏡のための画像処理サーバの構築をめざしたプラットフォーム開発
チームリーダー 安永　卓生　九州工業大学大学院情報工学研究院　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年10月～平成23年３月

調査研究

終了開発課題



実証・実用化タイプ

開 発 課 題 光断層装置「フーリエ光レーダー」高機能臨床型の開発
チームリーダー 加藤　千比呂　（株）トーメーコーポレーション　開発部　部長
サブリーダー 安野　嘉晃　筑波大学大学院数理物質科学研究科　助教
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成24年３月

開 発 課 題 可搬型汎用全自動マイクロ免疫分析装置の実証・実用化
チームリーダー 大橋　俊則　マイクロ化学技研（株）　研究開発部　特別研究員
サブリーダー 馬渡　和真　東京大学大学院工学系研究科　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年４月～平成24年３月

開 発 課 題 高速・高分離マルチカラムＧＣシステムの実用化開発
チームリーダー 上田　雅人　（株）島津製作所　分析計測事業部 GC・TAビジネスユニット　ビジネスユニット長
サブリーダー 中釜　達朗　日本大学生産工学部　准教授
その他参画機関 首都大学東京

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 FIB 光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発
チームリーダー 遠藤　克己　（株）トヤマ　代表取締役社長
サブリーダー 坂本　哲夫　工学院大学 工学部　教授
その他参画機関 東京工業大学、新日本製鐵（株）、（株）島津製作所

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 小型高速18 F-標識PETプローブ合成装置の実用化開発
チームリーダー 小関　英一　（株）島津製作所 基盤技術研究所　主幹研究員
サブリーダー 岩田　錬　東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター　教授
その他参画機関 京都大学、岡山大学

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 検出系冷却型－固体高分解能ＮＭＲプローブの実用化開発
チームリーダー 水野　敬　（株）JEOL RESONANCE　技術部　開発グループ　第2チーム　研究員
サブリーダー 竹腰　清乃理　京都大学大学院理学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 世界標準をめざした光学的二酸化炭素自動測器の実用化開発
チームリーダー 柴田　耕志　明星電気（株） 技術開発本部　取締役本部長
サブリーダー 川崎　昌博　大学共同利用機関法人 人間文化研究機構　総合地球環境学研究所　客員教授
その他参画機関 名古屋大学

開 発 期 間 平成22年10月～平成25年３月

開 発 課 題 リアルタイムステレオSEMの開発
チームリーダー 伊東　祐博　（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　統括主任技師
サブリーダー 牛木　辰男　新潟大学教育研究院医歯学系　教授
その他参画機関 （株）ナナオ

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

76

終了開発課題
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開 発 課 題 顕微質量分析装置の実用化開発
チームリーダー 小河　潔　（株）島津製作所基盤技術研究所　主幹研究員
サブリーダー 瀬藤　光利　浜松医科大学　医学部解剖学　教授
その他参画機関 慶応義塾大学

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 AFM探針評価標準試料の開発
チームリーダー 竹中　久貴　エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）　先端プロダクツ事業本部　ナノテクビジネスユニット　主幹担当部長
サブリーダー 井藤　浩志　（独）産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門　活性種計測技術開発グループ　主任研究員
その他参画機関 大研化学工業（株）、オリンパス（株）、東京理科大学、（独）物質・材料研究機構

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 自閉症乳幼児診断用の注視点検出装置の開発
チームリーダー 桜井　敬久　（株）タイカ次世代商品開発室　室長
サブリーダー 海老澤　嘉伸　静岡大学工学部　教授
その他参画機関 浜松医科大学

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 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
チームリーダー 鵜沼　豊　シャープ（株）研究開発本部　健康システム研究所　室長
サブリーダー 荒木　令江　熊本大学大学院医学薬学研究部（医学部）　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 走査プローブ顕微鏡シュミレーションの開発
チームリーダー 柿沼　良輔　（株）アドバンストアルゴリズムシステムズ　代表取締役
サブリーダー 塚田　捷　東北大学　原子分子材料科学高等研究機構　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 半導体局所プラズマ加工装置の開発
チームリーダー 加藤木　克也　（株）三友製作所　代表取締役社長
サブリーダー 清水　哲夫　（独）産業技術総合研究所　ナノシステム研究部門　主任研究員
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 半導体素子増幅による光検出器の実用化開発
チームリーダー 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
サブリーダー 相原　博昭　東京大学大学院理学系研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 多重磁気共鳴生体レドックス画像化システムの開発
チームリーダー 澤田　政久　日本レドックス（株）　代表取締役
サブリーダー 兵藤　文紀　九州大学先端融合医療　レドックスナビ研究拠点　グループ長、准教授
その他参画機関 （株）JEOL RESONANCE、NEOMAXエンジニアリング（株）、富士電機（株）

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

終了開発課題



実証・実用化タイプ

開 発 課 題 高性能バイオセンシングシステムの開発
チームリーダー 梶山　直樹　キッコーマン（株）　研究開発本部基盤研究第２部　部長
サブリーダー 村上　康文　大阪大学大学院理学研究科　准教授
その他参画機関 東京理科大学、千葉大学、パナソニック四国エレクトロニクス（株）、（株）バイオマトリックス研究所

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 食品衛生検査用非破壊微生物活性計測システム
チームリーダー 高橋　克忠　特定非営利活動法人　けいはんな文化学術協会　微生物計測システム研究所　代表
サブリーダー 田中　晶善　三重大学大学院　生物資源学研究科　教授
その他参画機関 （株）ダイセン電子工業、アルバック理工（株）、京都府中小企業技術センター

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 二酸化炭素モニタリング用超小型計測装置
チームリーダー 植松　彰一　矢崎総業（株）　技術研究所電子デバイス研究部　部長
サブリーダー 井上　元　東京大学　大気海洋研究所気候システム研究系　客員教授
その他参画機関 人間文化研究機構、京都大学、北海道大学、名古屋大学、明星電気（株）

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発
チームリーダー 濱田　和幸　システム・インスツルメンツ（株）　取締役社長
サブリーダー 西村　紳一郎　北海道大学　大学院先端生命科学研究院　教授
その他参画機関 ブルカー・ダルトニクス（株）、サイエンス・テクノロジー・システムズ（株）

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 非侵襲メラノーマ診断装置の開発
チームリーダー 中村　勝重　三鷹光器（株）　代表取締役
サブリーダー 宗田　孝之　早稲田大学理工学術院　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 乳がんスクリーニングを目指した光マンモグラフィの開発
チームリーダー 山下　豊　浜松ホトニクス（株）　中央研究所　研究主幹
サブリーダー 阪原　晴海　浜松医科大学　医学部・放射線医学講座　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 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
チームリーダー 東山　尚光　（株）エス・ティ・ジャパン　商品開発部　部長
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
その他参画機関 人間文化研究機構、国立歴史民族博物館

開 発 期 間 平成21年４月～平成24年３月

開 発 課 題 超高感度極微量質量分析システムの実用化
チームリーダー 工藤　政都　日本電子（株）　SM事業ユニット　副ユニット長
サブリーダー 石原　盛男　大阪大学大学院理学研究科　准教授
その他参画機関 北海道大学、九州大学

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月
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実証・実用化タイプ
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開 発 課 題 マルチプローブ顕微鏡プローバーシステム
チームリーダー 長村　俊彦　（株）ユニソク　会長
サブリーダー 長谷川　修司　東京大学大学院理学系研究科　教授
その他参画機関 豊田工業大学

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 高精度高安定pH計測用イオン液体型参照電極の開発
チームリーダー 野村　聡　（株）堀場製作所　開発センター　技術担当部長
サブリーダー 垣内　隆　京都大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 秋田大学、（財）日本環境衛生センター、日本ヘルス工業（株）

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 多人数教育用その場観察 MUST-SEM（Mobile Use  See-Through SEM）の開発
チームリーダー 橋本　良夫　新日本電工（株）　生産事業部技術部　部長
サブリーダー 井上　雅彦　摂南大学工学部　教授
その他参画機関 大阪産業大学、（株）アプコ

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 極細試料管固体 NMR プローブの製品化
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　リーダー
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
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成20年10月～平成23年３月

開 発 課 題 世界最速SNP診断装置の開発
チームリーダー 長倉　誠　バイオテック（株）　代表取締役社長
サブリーダー 石川　智久　（独）理化学研究所　主幹・上級研究員
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成21年４月～平成23年３月

終了開発課題



重点開発領域「放射線計測領域」

終了開発課題

開 発 課 題 土壌放射能濃度の深さ分布モニタの実用化開発
チームリーダー 石倉　剛　富士電機（株）　東京事業所　機器生産センター 放射線装置部モニター設計課　主査
サブリーダー 高田　真志　（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
その他参画機関 京都大学

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

開 発 課 題 高速・高感度の食品放射能検査装置と大容量標準線源の実用化開発
チームリーダー 井上　芳浩　（株）島津製作所医用機器事業部技術部　副部長
サブリーダー 戸崎　充男　京都大学放射性同位元素総合センター　准教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

開 発 課 題 軽量・小型電子式個人線量計の大量校正システムの実用化開発
チームリーダー 大口　裕之　（株）千代田テクノル線量計測事業本部　線量計測技術課　課長
サブリーダー 齋藤　則生　（独）産業技術総合研究所計測標準研究部門　科長
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

開 発 課 題 ハンディタイプCsIスマートベクレルカウンター（Smart Becquerel Counter）の実用化開発
チームリーダー 大久保　茂夫　新日本電工（株）　生産事業部技術部　部長
サブリーダー 佐藤　了平　大阪大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 三重大学

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

開 発 課 題 シンチレーション光ファイバーを用いた２次元マッピングシステムの実用化開発
チームリーダー 宮﨑　信之　日本放射線エンジニアリング（株）　つくば研究室　取締役　研究室長
サブリーダー 眞田　幸尚　（独）日本原子力研究開発機構　福島技術本部　主査
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

開 発 課 題 半導体検出器を用いた環境測定用ガンマカメラの実用化開発
チームリーダー 茂呂　栄治　日立コンシューマエレクトロニクス（株）　生活インフラ事業推進本部　放射線検知応用システム部　部長
サブリーダー 井口　哲夫　名古屋大学大学院工学研究科　教授
その他参画機関 東京大学、（株）日立製作所

開 発 期 間 平成24年４月～平成25年３月

80



重点開発領域「グリーンイノベーション領域」

終了開発課題

開 発 課 題 燃料電池用触媒表面のナノ反応解析装置の開発のための調査研究
チームリーダー 二又　政之　埼玉大学大学院理工学研究科　教授
その他参画機関 －

開 発 期 間 平成24年10月～平成25年３月

調査研究
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氏　名 フリガナ 開発課題名 職　務 ページ

相原　博昭 アイハラ　ヒロアキ
半導体素子増幅による光検出器の開発 チームリーダー 71

半導体素子増幅による光検出器の実用化開発 サブリーダー 77

青柳　重夫 アオヤギ　シゲオ 超高解像度電気化学イオンコンダクタンス顕微鏡の開発 サブリーダー 24

明石　満 アカシ　ミツル iPS細胞を用いた三次元心筋組織チップ自動作製装置の開発 チームリーダー 54

秋山　英文 アキヤマ　ヒデフミ 微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 チームリーダー 7

阿久根　智 アクネ　サトシ 局所的太陽電池評価用光起電力顕微鏡の開発 サブリーダー 49

浅井　圭介 アサイ　ケイスケ 高速応答ナノ材料シンチレータの開発 チームリーダー 56

朝倉　哲郎 アサクラ　テツロウ 極細試料管固体NMRプローブの製品化 サブリーダー 79

安達　弥永 アダチ　ヤスヒサ 超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 サブリーダー 20

穴井　孝弘 アナイ　タカヒロ 蛋白質解析用超高感度テラヘルツ波NMR装置 サブリーダー 67

安倍　真澄 アベ　マスミ

単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システム チームリーダー 69

HiCEPピークデータベースの開発 チームリーダー 74

HiCEP自動反応装置の活用・普及促進 チームリーダー 35

天野　純子 アマノ　ジュンコ

ピレン誘導体化による超微量糖ペプチドMALDI-MSn チームリーダー 61

MSnスペクトルから糖ペプチド構造を推定するソフトウェアの開発 チームリーダー 74

MSnスペクトルによる糖鎖構造推定ソフトウェアの製品化 サブリーダー 30

新井　史人 アライ　フミヒト 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 チームリーダー 56

新井　康夫 アライ　ヤスオ
SOI技術による時間・空間X線イメージセンサー チームリーダー 59

SOI X線イメージ装置の活用・普及促進 チームリーダー 35

荒木　令江 アラキ　ノリエ 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 サブリーダー 77

荒野　泰 アラノ　ヤスシ SPECT用分子イメージングプローブの開発 チームリーダー 57

有吉　誠一郎 アリヨシ　セイイチロウ テラヘルツ帯２次元フーリエ分光用力学インダクタンス検出器の開発 チームリーダー 14

粟津　邦男 アワヅ　クニオ 高度光診断治療に向けた生体組織の光学定数計測技術開発 チームリーダー 57

粟津　浩一 アワヅ　コウイチ 救急および災害現場で用いるポータブル血液検査装置の開発 チームリーダー 23

安藤　敏夫 アンドウ　トシオ
生体分子３次元高分解能動態解析装置の開発 サブリーダー 69

プローブスキャン方式高速AFM用スキャナーの開発 サブリーダー 13

飯山　拓 イイヤマ　タク 高圧型定圧吸着量測定装置 サブリーダー 68

池田　練造 イケダ　レンゾウ 光バイオプシー診断における超高速処理ソフトウェアの開発 サブリーダー 74

池滝　慶記 イケタキ　ヨシノリ ３次元超解像顕微鏡用照明光学系の開発 チームリーダー 14

飯島　寛文 イイジマ　ヒロフミ 位相差走査型透過電子顕微鏡要素技術の開発 サブリーダー 12

飯田　敏行 イイダ　トシユキ 高線量率環境に対応する線量測定方法の実用化開発 サブリーダー 42

井口　哲夫 イグチ　テツオ
半導体検出器を用いた環境測定用ガンマカメラの実用化開発 サブリーダー 80

超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 チームリーダー 20

石浦　正寛 イシウラ　マサヒロ

生物発光リアルタイム測定システム チームリーダー 70

生物発光リアルタイム測定解析ソフトウェアの開発 サブリーダー 74

生物発光リアルタイム測定システムの活用・普及促進 チームリーダー 35

石川　智久 イシカワ　トシヒサ 世界最速SNP診断装置の開発 サブリーダー 79

石倉　剛 イシクラ　タケシ 土壌放射能濃度の深さ分布モニタの実用化開発 チームリーダー 80

石橋　爾子 イシバシ　チカコ 光コムを用いた空間絶対位置超精密計測装置の開発 サブリーダー 65

石橋　浩之 イシバシ　ヒロユキ エネルギー弁別・位置検出型α線サーベーメータの要素技術開発 サブリーダー 45

石濱　泰 イシハマ　ヤスシ キノームの活性プロファイル法と制御技術の開発 チームリーダー 7

石原　進介 イシハラ　シンスケ
革新的粘弾性計測手法実現への要素技術開発 チームリーダー 58

革新的粘弾性計測法「EMS法（Electro Magnetically Spinning）」の実用化開発 チームリーダー 31

石原　盛男 イシハラ　モリオ 超高感度極微量質量分析システムの実用化 サブリーダー 78

石丸　伊知郎 イシマル　イチロウ
中赤外光対応結像型２次元フーリエ分光法の開発 チームリーダー 58

親指サイズの超小型赤外分光断層イメージング装置の開発 チームリーダー 23

石山　和志 イシヤマ　カズシ 磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 チームリーダー 7

出水　秀明 イズミ　ヒデアキ 迅速がん診断支援装置の実用化開発 チームリーダー 31

市川　和洋 イチカワ　カズヒロ 多重磁気共鳴画像化支援ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

市川　昌和 イチカワ　マサカズ 総合評価分科会長 5

氏名索引
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氏　名 フリガナ 開発課題名 職　務 ページ

一村　信吾 イチムラ　シンゴ AFM探針形状評価技術の開発 チームリーダー 61

伊藤　敦 イトウ　アツシ 生体内反応の定量化をめざしたオプトQCM装置の開発 サブリーダー 68

伊藤　悦朗 イトウ　エツロウ
タンパク質および核酸の超高感度シグナル検出試薬 チームリーダー 61

超高感度簡易迅速感染症診断システムの開発 チームリーダー 25

伊東　一良 イトウ　カズヨシ 誘導パラメトリック蛍光顕微法 チームリーダー 61

伊東　修一 イトウ　シュウイチ 生体分子３次元高分解能動態解析装置の開発 チームリーダー 69

伊東　祐博 イトウ　スケヒロ リアルタイムステレオSEMの開発 チームリーダー 76

伊藤　貴司 イトウ　タカシ 局所的太陽電池評価用光起電力顕微鏡の開発 チームリーダー 49

伊藤　隆司 イトウ　タカシ 高感度エピゲノム解析のためのマイクロ化学システムの開発 チームリーダー 54

伊藤　英則 イトウ　ヒデノリ 認知症の早期スクリーニングのための計測分析システムに関する調査研究 チームリーダー 73

井藤　浩志 イトウ　ヒロシ AFM探針評価標準試料の開発 サブリーダー 77

伊藤　康博 イトウ　ヤスヒロ 水中の低濃度放射性セシウムのモニタリング技術の実用化開発 チームリーダー 43

糸長　誠 イトナガ　マコト 微粒子光検出によるエキソソーム高精度定量技術の開発 チームリーダー 10

井上　元 イノウエ　ゲン 二酸化炭素モニタリング用超小型計測装置 サブリーダー 78

井上　卓 イノウエ　スグル 瞳関数制御による高度多機能光学顕微鏡の開発 サブリーダー 27

井上　雅彦 イノウエ　マサヒコ 多人数教育用その場観察MUST-SEM（Mobile Use See-Through SEM）の開発 サブリーダー 79

井上　康則 イノウエ　ヤスノリ 高感度・高密度バイオ光受容素子 チームリーダー 62

井上  芳浩 イノウエ　ヨシヒロ 高速・高感度の食品放射能検査装置と大容量標準線源の実用化開発 チームリーダー 80

犬飼　潤治 イヌカイ　ジュンジ 燃料電池内３次元反応分布可視化装置の開発 チームリーダー 25

岩倉　宗弘 イワクラ　ムネヒロ 小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発 サブリーダー 21

岩田　耕一 イワタ　コウイチ ２次元多共焦点ラマン分光顕微鏡の実用化開発 サブリーダー 33

岩田　博夫 イワタ　ヒロオ 表面プラズモン共鳴－表面プラズモン励起蛍光複合装置の開発 チームリーダー 67

岩田　錬 イワタ　レン 小型高速18F-標識PETプローブ合成装置の実用化開発 サブリーダー 76

岩本　浩 イワモト　ヒロシ 放射能環境標準物質の開発 サブリーダー 44

岩本　光正 イワモト　ミツマサ 有機太陽電池用界面電界・寿命評価装置の開発 サブリーダー 65

上田　宏 ウエダ　ヒロシ 迅速高感度な新規蛋白質間相互作用検出系の開発 チームリーダー 56

上田　雅人 ウエダ　マサヒト 高速・高分離マルチカラムGCシステムの開発 チームリーダー 76

上田　昌宏 ウエダ　マサヒロ 細胞内１分子スクリーニングシステムの開発 チームリーダー 20

植松　彰一 ウエマツ　ショウイチ 二酸化炭素モニタリング用超小型計測装置 チームリーダー 78

牛木　辰男 ウシキ　タツオ リアルタイムステレオSEMの開発 サブリーダー 76

宇治原　徹 ウジハラ　トオル 太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 チームリーダー 48

薄　善行 ウスキ　ヨシユキ 無人ヘリ搭載用散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラの実用化開発 チームリーダー 42

臼倉　治郎 ウスクラ　ジロウ 生細胞ナノ空間構造解析用Cryo-FLM-in lens-S(T)EMの開発 チームリーダー 23

内田　浩二 ウチダ　コウジ 単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システム サブリーダー 69

内田　聡 ウチダ　サトシ 分光技術を活用した次世代型太陽電池評価装置の開発 サブリーダー 31

内山　一美 ウチヤマ　カツミ オンサイト環境測定用マイクロガスクロマトシステム チームリーダー 72

内山　聖一 ウチヤマ　セイイチ 細胞内温度計測用プローブの開発 チームリーダー 16

内海　英雄 ウツミ　ヒデオ レドックス動態の磁気共鳴統合画像解析システム チームリーダー 71

内海　博明 ウツミ　ヒロアキ NMR用無冷媒バルク超電導磁石と専用小型プローブの開発 サブリーダー 9

鵜沼　豊 ウヌマ　ユタカ 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 チームリーダー 77

鵜野　克宏 ウノ　カツヒロ 光回折技術を用いた機能性微粒子の実時間識別システムの開発 チームリーダー 67

馬野　且元 ウマノ　カツモト 局所・大局同時並行タイムラプスシステムの開発 サブリーダー 69

浦　信夫 ウラ　ノブオ 実験動物用のオプティカルバイオプシーシステムの開発 サブリーダー 69

裏出　良博 ウラデ　ヨシヒロ 高感度脂質分析のための質量分析技術に関する調査研究 チームリーダー 64

江藤　剛治 エトウ　タケハル 超高速バイオナノスコープの開発 チームリーダー 69

海老澤　嘉伸 エビサワ　ヨシノブ 自閉症乳幼児診断用の注視点検出装置の開発 サブリーダー 77

遠藤　克己 エンドウ　カツミ FIB光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発 チームリーダー 76
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氏　名 フリガナ 開発課題名 職　務 ページ

遠藤　暁 エンドウ　サトル 除染土壌の放射能濃度測定装置 サブリーダー 40

近江　雅人 オウミ　マサト KTN光偏向器を用いたEnface-OCTシステムの開発 チームリーダー 51

大木　進野 オオキ　シンヤ 難易度の高いタンパク質試料の調製と標識技術の開発 チームリーダー 57

大口　裕之 オオグチ　ヒロユキ 軽量・小型電子式個人線量計の大量較正システムの実用化開発 チームリーダー 80

大久保　茂夫 オオクボ　シゲオ ハンディタイプCsI スマートベクレルカウンター（Smart Becquerel Counter）の実用化開発 チームリーダー 80

大久保　雅隆 オオクボ　マサタカ 質量分析用超高感度粒子検出技術 チームリーダー 62

大久保　衛 オオクボ　マモル 文化財保全環境モニター開発.土壌由来のカビの検出 サブリーダー 70

大島　忠平 オオシマ　チュウヘイ 単原子実用電子源の開発 チームリーダー 62

大島　智子 オオシマ　トモコ アルミナ基プロトン導電体を用いた溶融金属用水素センサの開発 サブリーダー 66

大須賀　慎二 オオスカ　シンジ 高感度かつ携帯可能な革新的ガンマ線可視化装置の開発 チームリーダー 47

大寺　康夫 オオテラ　ヤスオ フォトニック結晶を利用した分光イメージセンサーの開発 チームリーダー 59

大塚　浩二 オオツカ　コウジ 簡易操作型電気泳動チップによるバイオ分析技術の開発 チームリーダー 16

大塚　誠 オオツカ　マコト 超高温熱物性計測システム装置の活用・普及促進 チームリーダー 38

大野　国弘 オオノ　クニヒロ ３次元電子顕微鏡のための画像処理プラットフォームの開発 サブリーダー 29

大野　雅史 オオノ　マサシ 超伝導転移端センサによる革新的硬X線分光技術の開発 チームリーダー 16

大橋　俊則 オオハシ　トシノリ 可搬型汎用全自動マイクロ免疫分析装置の実証・実用化 チームリーダー 76

大林　康二 オオバヤシ　コウジ
生体計測用・超侵達度光断層撮影技術 チームリーダー 62

光バイオプシー診断における超高速処理ソフトウェアの開発 チームリーダー 74

大平　慎一 オオヒラ　シンイチ 生体・飲料・環境試料溶存イオンの導入技術の開発 チームリーダー 56

大森　真二 オオモリ　シンジ 誘電スペクトロサイトメーターの開発 チームリーダー 65

小粥　啓子 オガイ　ケイコ Li二次電池ミクロ界面のイオン拡散時間応答の可視化技術の開発 サブリーダー 49

岡城　康治 オカシロ　ヤスハル 除染土壌の放射能濃度測定装置 チームリーダー 40

岡田　公太郎 オカダ　コウタロウ 細胞内化学反応解析のための超高速光計測システムの開発 サブリーダー 9

岡田　哲男 オカダ　テツオ キラルアイスクロマトグラフィーの開発 チームリーダー 16

尾形　仁士 オガタ　ヒトシ 開発総括 5

岡畑　惠雄 オカハタ　ヨシオ 生体内反応の定量化をめざしたオプトQCM装置の開発 チームリーダー 68

岡本　俊　 オカモト　タカシ 粒子線治療における腫瘍の線量応答性観測システムの開発 サブリーダー 53

岡本　利樹 オカモト　トシキ 中性子スピン干渉原理に基づく中性子スピンエコー装置開発 サブリーダー 69

小河　潔 オガワ　キヨシ 顕微質量分析装置の実用化開発 チームリーダー 77

小川　邦康 オガワ　クニヤス 燃料電池内の水生成・移動現象のNMR計測技術の開発 チームリーダー 49

荻野　武 オギノ　タケシ 超小型近赤外分光測定装置の開発 サブリーダー 67

奥村　丈夫 オクムラ　タケオ 放射性物質の高分解能３次元・直接イメージング技術の開発 サブリーダー 44

小倉　誠 オグラ　マコト １細胞分子診断システム サブリーダー 53

尾澤　哲　 オザワ　サトシ 生体防御系を利用した疾患診断の基盤技術開発 サブリーダー 52

小澤　岳昌 オザワ　タケアキ ３次元発光イメージングシステムの開発 チームリーダー 14

尾崎　幸洋 オザキ　ユキヒロ 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 65

尾島　典行 オジマ　ノリユキ 全自動超早期大腸がんスクリーニング診断システムの実用化 チームリーダー 55

小関　英一 オゼキ　エイイチ 小型高速18F-標識PETプローブ合成装置の実用化開発 チームリーダー 76

小田野　直光 オダノ　ナオテル 海底土放射能分布測定ロボットの開発 サブリーダー 40

音　賢一 オト　ケンイチ 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 サブリーダー 33

垣内　隆 カキウチ　タカシ
高精度高安定pH計測用イオン液体塩橋の開発 チームリーダー 63

高精度高安定pH計測用イオン液体型参照電極の開発 サブリーダー 79

柿沼　良輔 カキヌマ　リョウスケ
走査プローブ顕微鏡シミュレータの開発 チームリーダー 77

SPM装置シミュレータの活用・普及促進 チームリーダー 36

篭島　靖 カゴシマ　ヤスシ X線円形多層膜ラウエレンズの開発 チームリーダー 60

梶原　茂樹 カジハラ　シゲキ 質量顕微鏡法における空間特異的情報検出ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

梶原　優介 カジハラ　ユウスケ 超高感度・超高分解能パッシブ型THz近接場顕微鏡の開発 チームリーダー 23

梶山　直樹 カジヤマ　ナオキ 高性能バイオセンシングシステムの開発 チームリーダー 78
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片岡　淳 カタオカ　ジュン
サブミリ分解能をもつ拡張型高速PETの要素開発 チームリーダー 60

高感度かつ携帯可能な革新的ガンマ線可視化装置の開発 サブリーダー 47

片山　栄作 カタヤマ　エイサク 細胞内蛋白質統合検出システム チームリーダー 62

勝本　洋一 カツモト　ヨウイチ 誘電サイトメーターの活用・普及促進 チームリーダー 34

加藤　千比呂 カトウ　チヒロ 光断層装置「フーリエ光レーダー」高機能臨床型の開発 チームリーダー 76

加藤木　克也 カトウギ　カツヤ 半導体局所プラズマ加工装置の開発 チームリーダー 77

金澤　光洋 カナザワ　ミツヒロ MSnスペクトルによる糖鎖構造推定ソフトウェアの製品化 チームリーダー 30

金子　純一 カネコ　ジュンイチ エネルギー弁別・位置検出型α線サーベーメータの要素技術開発 チームリーダー 45

金子　努 カネコ　ツトム 非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発 サブリーダー 68

兼松　泰男 カネマツ　ヤスオ 集水域に着目した放射線の自然浄化モニタリングシステムの開発 チームリーダー 45

加部　泰明 カベ　ヤスアキ 微粒子光検出によるエキソソーム高精度定量技術の開発 サブリーダー 10

河合　潤 カワイ　ジュン ハンディー型全反射蛍光X線元素センサー チームリーダー 61

河合　壯 カワイ　ツヨシ 分子キラリティー顕微鏡の開発 チームリーダー 60

川口　康 カワグチ　ヤスシ 超音波速度変化を利用した内臓脂肪診断装置の開発 サブリーダー 24

河崎　哲男 カワサキ　テツオ 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 サブリーダー 74

川崎　昌博 カワサキ　マサヒロ 世界標準をめざした光学的二酸化炭素自動計測の実用化開発 サブリーダー 76

川島　隆太 カワシマ　リュウタ 超小型近赤外分光測定装置の開発 チームリーダー 67

河田　聡 カワタ　サトシ 深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 チームリーダー 20

河戸　孝二 カワト　コウジ 生細胞活性可視化診断用ラマン分光顕微鏡の開発 サブリーダー 67

川端　祐司 カワバタ　ユウジ 中性子スピン干渉原理に基づく中性子スピンエコー装置開発 チームリーダー 69

河村　賢一 カワムラ　ケンイチ
２次元多共焦点ラマン分光顕微鏡の実用化開発 チームリーダー 33

超高感度・超高分解能パッシブ型THz近接場顕微鏡の開発 サブリーダー 23

木内　正人 キウチ　マサト 複雑系の計測評価技術.ニオイの計測.に関する調査研究 チームリーダー 73

吉川　公麿 キッカワ　タカマロ 乳がん検査用複素誘電率分布計測技術 チームリーダー 52

木村　建次郎 キムラ　ケンジロウ 電池用－高分解能電流経路映像化システムの開発 チームリーダー 48

木村　憲明 キムラ　ノリアキ 電池用－高分解能電流経路映像化システムの開発 サブリーダー 48

木戸　博 キド　ヒロシ 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 チームリーダー 56

久嶋　浩之 キュウシマ　ヒロユキ
半導体素子増幅による光検出器の開発 サブリーダー 71

半導体素子増幅による光検出器の実用化開発 チームリーダー 77

京増　幹雄 キョウマス　ミキオ 有機太陽電池用界面電界・寿命評価装置の開発 チームリーダー 65

清原　元輔 キヨハラ　モトスケ 高効率・高品位タンパク質結晶生成システムの開発 サブリーダー 66

桐井　康行 キリイ　ヤスユキ キノームの活性プロファイル法と制御技術の開発 サブリーダー 7

櫛引　淳一 クシビキ　ジュンイチ 光周波数標準用超高品質光キャビティーの開発 チームリーダー 60

楠見　明弘 クスミ　アキヒロ 超高速・超解像１蛍光分子顕微鏡システムの開発 チームリーダー 66

工藤　政都 クドウ　マサト 超高感度極微量質量分析システムの実用化 チームリーダー 78

國枝　秀世 クニエダ　ヒデヨ CFRPを用いた超軽量精密光学素子の開発 チームリーダー 10

久保田　英博 クボタ　ヒデヒロ 微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 サブリーダー 7

栗林　勝 クリバヤシ　マサル 位相敏感高感度X線非破壊検査機器の開発 サブリーダー 22

黒川　洋 クロカワ　ヒロシ 革新的高感度エンドトキシン測定装置の開発 サブリーダー 68

黒田　章夫 クロダ　アキオ
バイオ技術による迅速・高感度・簡易アスベスト検出キット開発 チームリーダー 59

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 チームリーダー 74

黒田　能克 クロダ　ヨシカツ 革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発 サブリーダー 46

小池　和幸 コイケ　カズユキ 分解能スピン偏極走査電子顕微鏡 チームリーダー 70

小池　敏和 コイケ　トシカズ 海底土放射能分布測定ロボットの開発 チームリーダー 40

粉川　良平 コカワ　リョウヘイ 大気中・液中で動作する原子分解能分析顕微鏡 チームリーダー 67

越川　孝範 コシカワ　タカノリ
実用三次元スピン回転偏極電子ビーム装置の開発 チームリーダー 26

高性能スピン偏極電子顕微鏡の活用・普及促進 チームリーダー 34

小島　正也 コジマ　マサヤ 疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置開発 サブリーダー 72
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五島　直樹 ゴシマ　ナオキ 生体防御系を利用した疾患診断の基盤技術開発 チームリーダー 52

小杉　隆司 コスギ　タカシ 超音波計測連成解析による超高精度生体機能計測システム サブリーダー 66

小杉　幸夫 コスギ　ユキオ 低価格脳機能異常部位表示装置の開発 チームリーダー 70

小寺　義男 コデラ　ヨシオ 質量分析計（MS）による多項目同時臨床検査技術の包括的開発に関する調査研究 チームリーダー 73

後藤　修一 ゴトウ　シュウイチ 実用三次元スピン回転偏極電子ビーム装置の開発 サブリーダー 26

後藤　昌幸 ゴトウ　マサユキ LANFOS：食品の非破壊放射能検査を可能とする低コスト検出器の開発 サブリーダー 47

小林　啓介 コバヤシ　ケイスケ ３次元化学状態解析硬X線光電子分光装置 チームリーダー 70

小林　潤也 コバヤシ　ジュンヤ KTN光偏向器を用いたEnface-OCTシステムの開発 サブリーダー 51

小林　実 コバヤシ　ミノル 深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 サブリーダー 20

小林　慶規 コバヤシ　ヨシノリ 材料創成に資する動的その場解析のためのX線吸収測定装置に関する調査研究 チームリーダー 73

小森　亨一 コモリ　キョウイチ オンサイト環境測定用マイクロガスクロマトシステム サブリーダー 72

伊永　隆史 コレナガ　タカシ 非解離イオン化法全プロファイル分析標準計測装置 チームリーダー 71

近藤　豊 コンドウ　ユタカ 航空機大気観測の全自動システム開発のための調査研究 チームリーダー 73

齋藤　彰 サイトウ　アキラ 原子分解能の元素・状態分析用X線STM開発 チームリーダー 8

斎藤　一功 サイトウ　カズヨシ 超１GHzNMRシステムの開発 サブリーダー 28

齊藤　準 サイトウ　ヒトシ
ナノスケール高周波磁場検出・磁気力顕微鏡 チームリーダー 60

ベクトル磁場検出・高分解能・近接場磁気力顕微鏡の開発 チームリーダー 25

斎藤　良治 サイトウ　ヨシハル 超高速バイオナノスコープの開発 サブリーダー 69

齋藤　則生 サイトウ　ノリオ 軽量・小型電子式個人線量計の大量較正システムの実用化開発 サブリーダー 80

酒井　啓司 サカイ　ケイジ
マイクロ秒分解能・表面張力スペクトロメータの開発 チームリーダー 10

革新的粘弾性計測法「EMS法（Electro Magnetically Spinning）」の実用化開発 サブリーダー 31

阪井　八郎 サカイ　ハチロウ 超高感度簡易迅速感染症診断システムの開発 サブリーダー 25

榊　佳之 サカキ　ヨシユキ 領域総括 6

坂田　利弥 サカタ　トシヤ 半導体バイオセンシング技術による１チップゲノム解析 チームリーダー 58

阪原　晴海 サカハラ　ハルミ 乳がんスクリーニングを目指した光マンモグラフィの開発 サブリーダー 78

坂本　章 サカモト　アキラ 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 サブリーダー 78

坂本　哲夫 サカモト　テツオ
FIB光イオン化ナノ質量イメージング装置の実用化開発 サブリーダー 76

放射性物質の高分解能３次元・直接イメージング技術の開発 チームリーダー 44

桜井　敬久 サクライ　ヒロヒサ 自閉症乳幼児診断用の注視点検出装置の開発 チームリーダー 77

櫻井　吉晴 サクライ　ヨシハル 蓄電池固体内反応局所領域の非破壊分析装置と手法の開発 チームリーダー 50

佐々木　真人 ササキ　マコト
３次元高精度リアルタイム撮像ライダー装置 チームリーダー 66

高感度広域ガンマ線望遠鏡の開発 サブリーダー 41

佐々田　博之 ササダ　ヒロユキ 光導波路素子を用いた高性能中赤外分光計測 チームリーダー 59

佐藤　英俊 サトウ　ヒデトシ 実験動物用のオプティカルバイオプシーシステムの開発 チームリーダー 69

佐藤　了平 サトウ　リョウヘイ ハンディタイプCsI スマートベクレルカウンター（Smart Becquerel Counter）の実用化開発 サブリーダー 80

佐藤　祐一 サトウ　ユウイチ 領域総括 6

里見　秀人 サトミ　ヒデヒト マイクロ秒分解能・表面張力スペクトロメータの開発 サブリーダー 10

眞田　幸尚 サナダ　ユキヒサ シンチレーション光ファイバーを用いた２次元マッピングシステムの実用化開発 サブリーダー 80

澤田　嗣郎 サワダ　ツグオ 開発総括 5

澤田　政久 サワダ　マサヒサ 多重磁気共鳴生体レドックス画像化システムの開発 チームリーダー 77

澤田　誠 サワダ　マコト サブセルラー分析対応高解像度質量分析イメージング試料調製技術の開発 チームリーダー 14

澤良木　宏 サワラギ　ヒロシ 非破壊３次元TOF-RBS分析装置の開発 サブリーダー 72

篠原　正 シノハラ　タダシ アクセス不能部位で使用可能な腐食センシング機器開発のための調査研究 チームリーダー 73

柴田　耕志 シバタ　コウシ 世界標準をめざした光学的二酸化炭素自動測器の実用化開発 チームリーダー 76

島田　賢次 シマダ　ケンジ 超高温熱物性計測システム支援ソフトウェアの開発 サブリーダー 74

清水　勲 シミズ　イサオ 光回折技術を用いた機能性微粒子の実時間識別システムの開発 サブリーダー 67

清水　啓司 シミズ　ケイジ 普及型・高精細PET／MRI一体型装置の開発 サブリーダー 51

清水　哲夫 シミズ　テツオ 半導体局所プラズマ加工装置の開発 サブリーダー 77
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清水　禎 シミズ　タダシ 超１GHzNMRシステムの開発 チームリーダー 28

清水　直文 シミズ　ナオフミ サブテラヘルツ帯アクティブイメージング用照明系の開発 サブリーダー 12

下山　勲 シモヤマ　イサオ 内視鏡のための単眼三次元異種情報計測システムの開発 チームリーダー 17

白木　央 シラキ　ナカバ
生物発光リアルタイム測定システム サブリーダー 70

生物発光リアルタイム測定解析ソフトウェアの開発 チームリーダー 74

進藤　春雄 シンドウ　ハルオ 浮遊型プローブによるプロセスプラズマ分析装置の開発 チームリーダー 67

末永　敦士 スエナガ　アツシ エネルギー認識型Ｘ線画像検出器開発と機能材料３次元局所分布分析への展開 サブリーダー 11

須川　成利 スガワ　シゲトシ 広光波長帯域・高感度・高信頼性撮像素子の開発 チームリーダー 15

菅野　純夫 スガノ　スミオ 領域副総括 6

杉本　克雄 スギモト　ヨシオ 太陽電池モジュール高精度インライン計測評価装置の開発 サブリーダー 25

鈴木　孝仁 スズキ　タカヒト 文化財保全環境モニター開発.土壌由来のカビの検出 チームリーダー 70

鈴木　拓 スズキ　タク スピン偏極イオン散乱分光 チームリーダー 58

鈴木　峰晴 スズキ　ミネハル ３次元化学状態解析硬X線光電子分光装置 サブリーダー 70

陶山　明 スヤマ　アキラ DNAエンコード技術による生体情報分析法 チームリーダー 62

瀬川　秀樹 セガワ　ヒデキ iPS細胞を用いた三次元心筋組織チップ自動作製装置の開発 サブリーダー 54

瀬藤　光利 セトウ　ミツトシ
顕微質量分析装置の開発 チームリーダー 71

顕微質量分析装置の実用化開発 サブリーダー 77

宗田　孝之 ソウタ　タカユキ 非侵襲メラノーマ診断装置の開発 サブリーダー 78

染井　潤一 ソメイ　ジュンイチ 乳がん検査用複素誘電率分布計測技術 サブリーダー 52

平等　拓範 タイラ　タクノリ
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 チームリーダー 26

｢次世代質量イメージング用UVマイクロチップレーザー｣ の実用実証化 サブリーダー 30

高井　幹夫 タカイ　ミキオ 非破壊３次元TOF-RBS分析装置の開発 チームリーダー 72

高崎　洋一 タカサキ　ヨウイチ 高度ものづくり支援-超高温熱物性計測システムの開発 サブリーダー 70

高田　真志 タカダ　マサシ 土壌放射能濃度の深さ分布モニタの実用化開発 サブリーダー 80

高羽　洋充 タカバ　ヒロミツ MSnスペクトルから糖ペプチド構造を推定するソフトウェアの開発 サブリーダー 74

高橋　克忠 タカハシ　カツタダ 食品衛生検査用非破壊微生物活性計測システム チームリーダー 78

高橋　忠幸 タカハシ　タダユキ 革新的超広角高感度ガンマ線可視化装置の開発 チームリーダー 46

高橋　浩之 タカハシ　ヒロユキ 無人ヘリ搭載用散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラの実用化開発 サブリーダー 42

滝　和郎 タキ　ワロウ 脳血管内治療用“MRI＋MRI対応デバイス”システム開発のための調査研究 チームリーダー 73

武居　修 タケイ　オサム 超高速スクリーニングのための新型マイクロアレイシステム開発 サブリーダー 65

竹内　信司 タケウチ　シンジ 超高速・超解像１蛍光分子顕微鏡システムの開発 サブリーダー 66

竹内　孝江 タケウチ　タカエ IMSによる土壌由来カビ検出データベースの構築 チームリーダー 74

竹内　俊文 タケウチ　トシフミ 反応内蔵チップによる小型遺伝子定量装置の実用化開発 サブリーダー 32

竹内　宣博 タケウチ　ノブヒロ 高エネルギー分解能･高スループットの国産放射能測定検査装置 チームリーダー 40

竹内　幸雄 タケウチ　ユキオ 太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 サブリーダー 48

竹川　暢之 タケガワ　ノブユキ 実時間型エアロゾル多成分複合分析計の開発 チームリーダー 65

竹腰　清乃理 タケゴシ　キヨノリ 検出系冷却型－固体高分解能ＮＭＲプローブの実用化開発 サブリーダー 76

竹島　哲 タケシマ　サトシ 生物学的線量計測用の分裂中期細胞自動検出装置 サブリーダー 47

武田　一男 タケダ　カズオ 疾患遺伝子探索用の病態モデル細胞作成・解析技術開発 サブリーダー 13

竹田　精治 タケダ　セイジ Li二次電池ミクロ界面のイオン拡散時間応答の可視化技術の開発 チームリーダー 49

竹田　扇 タケダ　セン 迅速がん診断支援装置の実用化開発 サブリーダー 31

武田　秀樹 タケダ　ヒデキ 迅速がん診断用赤外顕微装置の開発 サブリーダー 65

竹田　美和 タケダ　ヨシカズ 生体透過率の極めて高い小型広帯域光源の開発 チームリーダー 58

竹中　久貴 タケナカ　ヒサタカ AFM探針評価標準試料の開発 チームリーダー 77

武山　芸英 タケヤマ　ノリヒデ 全方位高精度リアルタイム撮像ライダー装置 サブリーダー 66

田澤　豊彦 タザワ　トヨヒコ 高分解能スピン偏極走査電子顕微鏡 サブリーダー 70

田澤　英克 タザワ　ヒデカツ 高感度エピゲノム解析のためのマイクロ化学システムの開発 サブリーダー 54

但野　茂 タダノ　シゲル 臓器内部硬さ分布計測用MRE加振装置の開発 チームリーダー 59
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楯　真一 タテ　シンイチ タンパク質.化合物複合体立体構造解析の自動化技術開発 チームリーダー 56

田中　晶善 タナカ　アキヨシ 食品衛生検査用非破壊微生物活性計測システム サブリーダー 78

田中　啓一 タナカ　ケイイチ 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 サブリーダー 21

田中　敬二 タナカ　ケイジ 小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発 チームリーダー 21

田中　耕一 タナカ　コウイチ 開発顧問 5

田中　淳司 タナカ　ジュンジ 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 サブリーダー 33

谷　正彦 タニ　マサヒコ 超高速テラヘルツ波品質管理センサーの開発 チームリーダー 66

谷口　一雄 タニグチ　カズオ
大気浮遊粒子用蛍光X線分析装置の開発 チームリーダー 71

複雑形状食品の放射能検査装置の開発 チームリーダー 41

谷本　和夫 タニモト　カズオ 高感度広域ガンマ線望遠鏡の開発 チームリーダー 41

谷森　達 タ二モリ　トオル
到来方向測定による高感度ガンマ３Dカメラの開発 チームリーダー 71

高感度広視野ガンマ線画像分析装置の実用化開発 サブリーダー 42

田丸　浩 タマル　ユタカ ハイスループットタンパク質生産システムの開発 チームリーダー 67

民谷　栄一 タミヤ　エイイチ 非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発 チームリーダー 68

Citterio Daniel チッテリオ　ダニエル 紙基板インクジェットプリントヘルスケアチップ（PADs）の開発 チームリーダー 51

長　康雄 チョウ　ヤスオ 複合型走査型非線形誘電率顕微鏡の開発 チームリーダー 71

塚田　隆夫 ツカダ　タカオ 超高温熱物性計測システム支援ソフトウェアの開発 チームリーダー 74

塚田　捷 ツカダ　マサル
汎用走査プローブ顕微鏡シミュレータ チームリーダー 62

走査プローブ顕微鏡シミュレータの開発 サブリーダー 77

塚本　誠 ツカモト　マコト CO2濃度と風・気温の鉛直分布同時測定ライダーの開発 サブリーダー 66

津田　一郎 ツダ　イチロウ 複雑系科学に基づく経年変化の計測と予測に関する調査研究 チームリーダー 73

角田　和繁 ツノダ　カズシゲ 機能OCT網膜内因性信号計測システム開発 サブリーダー 68

角山　浩三 ツノヤマ　コウゾウ 開発総括 5

坪野　公夫 ツボノ　キミオ 低温光共振器を用いた超高安定光源の開発 チームリーダー 57

津留　俊英 ツル　トシヒデ 軟X線多層膜鏡の１Å精度波面補正技術の開発 チームリーダー 58

程　肇 テイ　ハジメ mRNA ポリAのハイスループット決定技術に関する調査研究 チームリーダー 64

寺川　進 テラカワ　ススム 瞳関数制御による高度多機能光学顕微鏡の開発 チームリーダー 27

戸井田　昌宏 トイタ　マサヒロ 生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡 サブリーダー 72

唐　捷 トウ　ショウ ナノ構造制御LaB6次世代電界放射電子銃の開発 チームリーダー 58

藤後　達也 トウゴ　タツヤ 救急および災害現場で用いるポータブル血液検査装置の開発 サブリーダー 23

東條　徹 トウジョウ　トオル 高分解能眼底顕微鏡 チームリーダー 72

門叶　冬樹 トカナイ　フユキ ガス電子増殖による新型光検出器の開発 チームリーダー 56

徳永　博司 トクナガ　ヒロシ 磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 サブリーダー 7

渡慶次　学 トケシ　マナブ ファンクショナル熱レンズ顕微鏡 チームリーダー 63

戸崎　充男 トサキ　ミツオ 高速・高感度の食品放射能検査装置と大容量標準線源の実用化開発 サブリーダー 80

杤尾　豪人 トチオ　ヒデヒト 細胞内蛋白質の無侵襲原子レベル立体構造解析技術の開発 チームリーダー 8

戸野倉　賢一 トノクラ　ケンイチ 近赤外レーザーを応用した安定同位体計測法の開発 チームリーダー 56

飛田　成史 トビタ　セイジ 低酸素癌組織イメージング用発光プローブの開発 チームリーダー 59

富田　正弘 トミタ　マサヒロ 電子顕微鏡の高精度制御及び生体高分子結晶構造解析ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

冨田　眞巳 トミタ　マサミ 質量分析用超臨界流体抽出分離装置の開発 サブリーダー 24

豊川　秀訓 トヨカワ　ヒデノリ エネルギー認識型Ｘ線画像検出器開発と機能材料３次元局所分布分析への展開 チームリーダー 11

仲井　和之 ナカイ　カズユキ
高圧型定圧吸着量測定装置 チームリーダー 68

多孔性材料の細孔分布解析ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

永井　健治 ナガイ　タケハル マルチモーダル発光イメージングシステムの開発 チームリーダー 8

中釜　達朗 ナカガマ　タツロウ 高速・高分離マルチカラムGCシステムの開発 サブリーダー 76

長倉　誠 ナガクラ　マコト 世界最速SNP診断装置の開発 チームリーダー 79

長澤　親生 ナガサワ　チカオ
CO2濃度と風・気温の鉛直分布同時測定ライダーの開発 チームリーダー 66

CO2濃度空間分布測定ライダー装置の活用・普及促進 チームリーダー 36
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中嶋　一雄 ナカジマ　カズオ 高効率回折・分光のための精密点集光結晶の実用化 チームリーダー 62

永田　武史 ナガタ　タケフミ 甲状腺超音波画像コンピュータ支援診断システム開発のための調査研究 サブリーダー 53

長束　澄也 ナガツカ　スミヤ
高アスペクト比X線格子を用いた位相型高感度X線医用診断機器の開発 サブリーダー 66

位相型高感度Ｘ線医用診断機器の実用化開発 チームリーダー 33

中西　彊 ナカニシ　ツトム スピン偏極電子源 チームリーダー 60

中前　幸治 ナカマエ　コウジ 超LSI故障個所解析装置ソフトウェアの開発 チームリーダー 74

長峰　勝 ナガミネ　マサル 蓄電池固体内反応局所領域の非破壊分析装置と手法の開発 サブリーダー 50

中村　勝重 ナカムラ　カツシゲ 非侵襲メラノーマ診断装置の開発 チームリーダー 78

仲村　髙志 ナカムラ　タカシ NMR用無冷媒バルク超電導磁石と専用小型プローブの開発 チームリーダー 9

長村　俊彦 ナガムラ　トシヒコ マルチプローブ顕微鏡プローバーシステム チームリーダー 79

中村　利廣 ナカムラ　トシヒロ 可搬型環境分析用アスベスト高感度X線回折装置の開発 チームリーダー 72

中村　光廣 ナカムラ　ミツヒロ 大型構造物を高速に透視するための原子核乾板要素技術の開発 チームリーダー 15

中村　義隆 ナカムラ　ヨシタカ IMSによる土壌由来カビ検出データベースの構築 サブリーダー 74

中山　守雄 ナカヤマ　モリオ 臨床用PETのための68Ga標識薬剤製造システムの開発 チームリーダー 56

南雲　收 ナグモ　オサム ラベル不要の高機能性バイオセンサシステムの開発 サブリーダー 65

南雲　雄三 ナグモ　ユウゾウ 燃料電池内３次元反応分布可視化装置の開発 サブリーダー 25

夏目　徹 ナツメ　トオル
超高感度質量分析のためのサンプル前処理・導入システムの開発 チームリーダー 62

タンパク質超高感度質量分析のための次世代微量サンプル導入システム チームリーダー 68

楠城　紹生 ナンジョウ　ツグオ 機能OCT網膜内因性信号計測システム開発 チームリーダー 68

新妻　弘明 ニイツマ　ヒロアキ 環境共生地熱開発のための計測・探査技術に関する調査研究 チームリーダー 64

二川　清 ニカワ　キヨシ 超LSI故障個所解析装置 チームリーダー 70

西尾　禎治　 ニシオ　テイジ 粒子線治療における腫瘍の線量応答性観測システムの開発 チームリーダー 53

西垣　功一 ニシガキ　コウイチ 超高速スクリーニングのための新型マイクロアレイシステム開発 チームリーダー 65

西川　宜弘 ニシカワ　ヨシヒロ 分光技術を活用した次世代型太陽電池評価装置の開発 チームリーダー 31

西澤　誠治 ニシザワ　セイジ 超高速テラヘルツ波品質管理センサーの開発 サブリーダー 66

西沢　博志 ニシザワ　ヒロシ 低価格・高速・高精度放射能測定装置の実用化開発 チームリーダー 43

西村　紳一郎 ニシムラ　シンイチロウ

疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置開発 チームリーダー 72

全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発 サブリーダー 78

糖鎖による診断システム統合ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

疾患診断用全自動糖鎖解析装置の活用・普及促進 チームリーダー 38

二村　和孝 ニムラ　カズタカ 生細胞ナノ空間構造解析用Cryo-FLM-in lens-S(T)EMの開発 サブリーダー 23

野地　博行 ノジ　ヒロユキ 超早期診断に向けた超高感度デジタルELISA検査システムの開発 サブリーダー 52

野島　雅 ノジマ　マサシ バイオ分子構造解析用マスフィルター・質量分析器の開発 チームリーダー 9

野田　一房 ノダ　カズフサ 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 チームリーダー 33

野村　聡 ノムラ　サトシ 高精度高安定pH計測用イオン液体型参照電極の開発 チームリーダー 79

拝師　智之 ハイシ　トモユキ
超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発 チームリーダー 11

燃料電池内の水生成・移動現象のNMR計測技術の開発 サブリーダー 49

橋爪　寛和 ハシヅメ 　ヒロカズ ラボベース軟X線光源用大開口・回転体集光ミラーの開発 サブリーダー 13

橋本　正敏 ハシモト　マサトシ ハイスループットタンパク質生産システムの開発 サブリーダー 67

橋本　良夫 ハシモト　ヨシオ 多人数教育用その場観察MUST-SEM（Mobile Use See-Through SEM）の開発 チームリーダー 79

長谷川　秀一 ハセガワ　シュウイチ ICP-MSとレーザを融合させた極微量同位体分析装置の開発 チームリーダー 60

長谷川　修司 ハセガワ　シュウジ
マルチプローブ顕微鏡プローバーシステム サブリーダー 79

４探針STMの制御系および多機能ナノチューブ探針の開発 チームリーダー 63

馳澤　盛一郎 ハセザワ　セイイチロウ 生物画像のオーダーメイド分類ソフトウェアの開発 チームリーダー 17

畑　浩一 ハタ　コウイチ ナノプローブ形成用電界電離型ガスイオン源の開発 チームリーダー 57

波多　聡 ハタ　サトシ マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 チームリーダー 21

蓮村　聡 ハスムラ　サトシ ベクトル磁場検出・高分解能・近接場磁気力顕微鏡の開発 サブリーダー 25

花岡　健二郎 ハナオカ　ケンジロウ 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 チームリーダー 15

花岡　隆昌 ハナオカ　タカアキ 高次ナノ構造・酵素を利用した迅速・高感度な農薬センサの開発 チームリーダー 59
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早坂　孝宏 ハヤサカ　タカヒロ 顕微質量分析装置の活用・普及促進 チームリーダー 38

濵口　宏夫 ハマグチ　ヒロオ 生細胞活性可視化診断用ラマン分光顕微鏡の開発 チームリーダー 67

濱田　和幸 ハマダ　カズユキ 全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発 チームリーダー 78

浜田　高嘉 ハマダ　タカヨシ CFRPを用いた超軽量精密光学素子の開発 サブリーダー 10

林　俊一 ハヤシ　シュンイチ 収束イオンビーム/レーザーイオン化法による単一微粒子の履歴解析装置 サブリーダー 69

林　久史 ハヤシ　ヒサシ 共鳴X線非弾性散乱シミュレーターの開発 チームリーダー 60

林　宏樹 ハヤシ　ヒロキ 親指サイズの超小型赤外分光断層イメージング装置の開発 サブリーダー 23

林　真澄 ハヤシ　マスミ 分子構造指標を用いた生体関連分子の細胞内動態観察装置の開発 サブリーダー 24

林　善夫 ハヤシ　ヨシオ 開発主監 5

林　義人 ハヤシ　ヨシヒト 個別化血栓止血医療を支援する検査システムの実用化 チームリーダー 55

早下　隆士 ハヤシタ　タカシ 万能ヒドロゲル化学センサーアレイ開発のための調査研究 チームリーダー 64

早瀬　敏幸 ハヤセ　トシユキ 超音波計測連成解析による超高精度生体機能計測システム チームリーダー 66

原　徹 ハラ　トオル 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 チームリーダー 21

原田　芳仁 ハラダ　ヨシヒト 太陽電池評価のための３Ｄ顕微メスバウア分光装置の開発 サブリーダー 50

坂東　直人 バンドウ　ナオト 高感度広視野ガンマ線画像分析装置の実用化開発 チームリーダー 42

馬場　健史 バンバ　タケシ 質量分析用超臨界流体抽出分離装置の開発 チームリーダー 24

平井　昭司 ヒライ　ショウジ 領域総括 6

樋岡　克哉 ヒオカ　カツヤ 極細試料管固体NMRプローブの製品化 チームリーダー 79

東　昇 ヒガシ　ノボル ラジカル測定用時間分解ATR-FUV分光システムの開発 サブリーダー 65

東山　尚光 ヒガシヤマ　ヒサミツ 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 チームリーダー 78

久恒　辰博 ヒサツネ　タツヒロ 超高磁場NMRを活かすマウス用MRIユニットの開発 サブリーダー 11

平岡　賢三 ヒラオカ　ケンゾウ 走査エレクトロスプレーによる分子イメージング チームリーダー 61

平岡　泰 ヒラオカ　ヤスシ 細胞内化学反応解析のための超高速光計測システムの開発 チームリーダー 9

平山　紀友 ヒラヤマ　ノリトモ 実時間型エアロゾル多成分複合分析計の開発 サブリーダー 65

廣瀬　謙造 ヒロセ　ケンゾウ
多分子ライブイメージングを可能とする蛍光プローブの開発 チームリーダー 56

マルチカラーライブセル超解像イメージングを可能とする蛍光プローブの開発 チームリーダー 11

広瀬　量一 ヒロセ　リョウイチ 質量分析機能を備えた気体核磁気共鳴装置 サブリーダー 68

兵藤　文紀 ヒョウドウ　フミノリ 多重磁気共鳴生体レドックス画像化システムの開発 サブリーダー 77

武津　典彦 フカツ　ノリヒコ アルミナ基プロトン導電体を用いた溶融金属用水素センサの開発 チームリーダー 66

福井　康雄 フクイ　ヤスオ 超伝導ナノ細線HEBM素子の高性能化開発 チームリーダー 57

福澤　健二 フクザワ　ケンジ 超高密度ハードディスク実現のためのナノ潤滑計測技術 チームリーダー 59

福島　信弘 フクシマ　ノブヒロ 糖鎖による診断システム統合ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

福山　博之 フクヤマ　ヒロユキ 高度ものづくり支援.超高温熱物性計測システムの開発 チームリーダー 70

冨宅　喜代一 フケ　キヨカズ 質量分析機能を備えた気体核磁気共鳴装置 チームリーダー 68

房安　貴弘 フサヤス　タカヒロ GEMによる超高感度・大面積ガンマ線イメージセンサー チームリーダー 58

藤　貴夫 フジ　タカオ 超広帯域コヒーレント赤外分光技術の開発 チームリーダー 11

藤井　正明 フジイ　マサアキ 収束イオンビーム/レーザーイオン化法による単一微粒子の履歴解析装置 チームリーダー 69

不二門　尚 フジカド　タカシ 高分解能眼底顕微鏡 サブリーダー 72

藤田　博之 フジタ　ヒロユキ ナノ物体計測のための操作観測技術の開発 チームリーダー 63

藤浪　眞紀 フジナミ　マサノリ 透過型陽電子顕微鏡 チームリーダー 70

藤縄　剛 フジナワ　ゴウ 可搬型環境分析用アスベスト高感度X線回折装置の開発 サブリーダー 72

藤野　亮 フジノ 　リョウ 微量放射線の生物影響評価システム（装置）の開発 チームリーダー 45

藤巻　朗 フジマキ　アキラ 単一磁束量子信号処理の超小型中性子回折装置 チームリーダー 60

伏見　譲 フシミ　ユズル 開発総括 5

藤宮　仁 フジミヤ　ヒトシ 集水域に着目した放射線の自然浄化モニタリングシステムの開発 サブリーダー 45

藤原　敏道 フジワラ　トシミチ
蛋白質解析用超高感度テラヘルツ波NMR装置 チームリーダー 67

超高感度テラヘルツ波ＮＭＲ装置の活用・普及促進 チームリーダー 39
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藤原　裕之 フジワラ　ヒロユキ 太陽電池モジュール高精度インライン計測評価装置の開発 チームリーダー 25

藤原　雅彦 フジワラ　マサヒコ 光イオン化質量分析法による微粒子・微量成分計測 サブリーダー 72

二又　政之 フタマタ　マサユキ 燃料電池用触媒表面のナノ反応解析装置の開発のための調査研究 チームリーダー 81

船津　高志 フナツ　タカシ 生体分子のオンチップ分離・回収と１分子機能解析 チームリーダー 63

古江　基樹 フルエ　モトキ トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

古川　章 フルカワ　アキラ 生物学的線量計測用の分裂中期細胞自動検出装置 チームリーダー 47

古河　弘光 フルカワ　ヒロミツ マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 サブリーダー 21

古川　保典 フルカワ　ヤスノリ
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 サブリーダー 26

｢次世代質量イメージング用UVマイクロチップレーザー｣ の実用実証化 チームリーダー 30

古屋　一夫 フルヤ　カズオ 低速・軽イオン励起特性X線の精密分析技術 チームリーダー 63

Penmetcha K.R. Kumar ペンメッチャ K.R. クマー ルラベル不要の高機能性バイオセンサシステムの開発 チームリーダー 65

保坂　純男 ホサカ　スミオ 近接場偏光顕微技術の開発 チームリーダー 12

堀田　昌直 ホッタ　マサナオ バイオ分子構造解析用マスフィルター・質量分析器の開発 サブリーダー 9

堀中　博道 ホリナカ　ヒロミチ 超音波速度変化を利用した内臓脂肪診断装置の開発 チームリーダー 24

本間　敬之 ホンマ　タカユキ プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測技術の開発 チームリーダー 12

前畑　京介 マエハタ　ケイスケ 多ピクセルＴＥＳ型Ｘ線検出器の開発 チームリーダー 57

升島　努 マスジマ　ツトム １細胞分子診断システム チームリーダー 53

桝田　秀 マスダ　シゲル 細胞内１分子スクリーニングシステムの開発 サブリーダー 20

松浦　秀治 マツウラ　シュウジ 大気浮遊粒子用蛍光X線分析装置の開発 サブリーダー 71

松浦　秀治 マツウラ　ヒデハル 複雑形状食品の放射能検査装置の開発 サブリーダー 41

松浦　正明 マツウラ　マサアキ 質量顕微鏡法における空間特異的情報検出ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

松江　登久 マツエ　タカヒサ 放射性核種自動分離測定装置の実用化開発 チームリーダー 43

末永　智一 マツエ　トモカズ 超高解像度電気化学イオンコンダクタンス顕微鏡の開発 チームリーダー 24

松尾　隆文 マツオ　タカフミ 反応内臓チップによる小型遺伝子定量装置の実用化開発 チームリーダー 32

松下　正 マツシタ　タダシ 波長角度同時分散型時分割Ｘ線反射率計の開発 チームリーダー 18

松田　耕一郎 マツダ　コウイチロウ 非解離イオン化法全プロファイル分析標準計測装置 サブリーダー 71

松谷　貴臣 マツタニ　タカオミ 次世代IMS用同軸円筒イオン化チェンバの開発 チームリーダー 59

松見　豊 マツミ　ユタカ 光イオン化質量分析法による微粒子・微量成分計測 チームリーダー 72

松本　徹 マツモト　トオル 超LSI故障個所解析装置ソフトウェアの開発 サブリーダー 74

松本　弘一 マツモト　ヒロカズ 光コムを用いた空間絶対位置超精密計測装置の開発 チームリーダー 65

松谷　幸 マツヤ　ミユキ 透過型陽電子顕微鏡 サブリーダー 70

松山　賢 マツヤマ　ケン サブテラヘルツ帯アクティブイメージング用照明系の開発 チームリーダー 12

松山　智至 マツヤマ　サトシ ４枚の非球面ミラーを用いた結像型硬Ｘ線顕微鏡の開発 チームリーダー 18

Casolino Marco マルコ　カソリーノ LANFOS：食品の非破壊放射能検査を可能とする低コスト検出器の開発 チームリーダー 47

丸山　厚 マルヤマ　アツシ 高度遺伝子解析のためのシャペロン材料の開発 チームリーダー 57

丸山　征郎 マルヤマ　イクロウ 革新的高感度エンドトキシン測定装置の開発 チームリーダー 68

丸山　健一 マルヤマ　ケンイチ マルチカラーライブセル超解像イメージングを可能とする蛍光プローブの開発 サブリーダー 11

馬渡　和真 マワタリ　カズマ 可搬型汎用全自動マイクロ免疫分析装置の実証・実用化 サブリーダー 76

三浦　健 ミウラ　タケシ 近接場偏光顕微技術の開発 サブリーダー 12

三沢　和彦 ミサワ　カズヒコ 分子構造指標を用いた生体関連分子の細胞内動態観察装置の開発 チームリーダー 24

水田　幸男 ミズタ　ユキオ
レドックス動態の磁気共鳴統合画像解析システム サブリーダー 71

多重磁気共鳴画像化支援ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

水谷　修紀 ミズタニ　シュウキ 誘電スペクトロサイトメーターの開発 サブリーダー 65

水野　敬 ミズノ　タカシ
検出系冷却型－固体高分解能ＮＭＲプローブの実用化開発 チームリーダー 76

多核対応型クライオコイルMAS-NMRプローブの活用・普及促進 チームリーダー 34

三田　正弘 ミタ　マサヒロ プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測技術の開発 サブリーダー 12

美宅　成樹 ミタク　シゲキ 膜に関連するタンパク質の配列・構造粗視化解析技術 チームリーダー 61

御堂　義博 ミドウ　ヨシヒロ トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの活用・普及促進 チームリーダー 37
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緑川　早苗　 ミドリカワ　サナエ 甲状腺超音波画像コンピュータ支援診断システム開発のための調査研究 チームリーダー 53

藥袋　佳孝 ミナイ　ヨシタカ 放射能環境標準物質の開発 チームリーダー 44

峰雪　芳宣 ミネユキ　ヨシノブ 局所・大局同時並行タイムラプスシステムの開発 チームリーダー 69

箕田　弘喜 ミノダ　ヒロキ 位相差走査型透過電子顕微鏡要素技術の開発 チームリーダー 12

三村　秀和 ミムラ　ヒデカズ ラボベース軟X線光源用大開口・回転体集光ミラーの開発 チームリーダー 13

三村　榮紀 ミムラ　ヨシノリ 超広帯域コヒーレント赤外分光技術の開発 サブリーダー 11

三宅　美博 ミヤケ　ヨシヒロ 脳活動画像表示システムの実用化開発 サブリーダー 33

宮﨑　信之 ミヤザキ　ノブユキ シンチレーション光ファイバーを用いた２次元マッピングシステムの実用化開発 チームリーダー 80

宮原　稔 ミヤハラ　ミノル 多孔性材料の細孔分布解析ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

三好　憲雄 ミヨシ　ノリオ 迅速がん診断用赤外顕微装置の開発 チームリーダー 65

武者　利光 ムシャ　トシミツ
低価格脳機能異常部位表示装置の開発 サブリーダー 70

脳活動画像表示システムの実用化開発 チームリーダー 33

村上　淳 ムラカミ　アツシ 表面プラズモン共鳴－表面プラズモン励起蛍光複合装置の開発 サブリーダー 67

村上　康文 ムラカミ　ヤスフミ 高性能バイオセンシングシステムの開発 サブリーダー 78

村田　昌之 ムラタ　マサユキ 疾患遺伝子探索用の病態モデル細胞作成・解析技術開発 チームリーダー 13

室　清文 ムロ　キヨフミ 高出力・広帯域波長可変レーザの開発 チームリーダー 58

持木　幸一 モチキ　コウイチ 耐放射線性を有するアクティブ駆動ＨＥＥＤの開発 サブリーダー 44

持地　広造 モチジ　コウゾウ ガスクラスターSIMS基本技術の開発 チームリーダー 61

本河　光博 モトカワ　ミツヒロ 開発総括 5

百生　敦 モモセ　アツシ

X線位相情報による高感度医用撮像技術の開発 チームリーダー 63

高アスペクト比X線格子を用いた位相型高感度X線医用診断機器の開発 チームリーダー 66

Ｘ線透過格子を用いた位相撮像装置の活用・普及促進 チームリーダー 39

位相敏感高感度X線非破壊検査機器の開発 チームリーダー 22

森　博太郎 モリ　ヒロタロウ トモグラフィー電子顕微鏡用ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

森居　隆史 モリイ　タカシ プローブスキャン方式高速AFM用スキャナーの開発 チームリーダー 13

森川　淳子 モリカワ　ジュンコ 赤外線カメラを用いた二次元可視化熱分析用ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

森島　信裕 モリシマ　ノブヒロ 微量放射線の生物影響評価システム（装置）の開発 サブリーダー 45

森本　隆夫 モリモト　タカオ 放射性核種自動分離測定装置の実用化開発 サブリーダー 43

茂呂　栄治 モロ　エイジ 半導体検出器を用いた環境測定用ガンマカメラの実用化開発 チームリーダー 80

姚　閔 ヤオ　ミン 対称を利用したタンパク質結晶化促進タグの開発 チームリーダー 19

保高　徹生 ヤスタカ　テツオ 水中の低濃度放射性セシウムのモニタリング技術の実用化開発 サブリーダー 43

八木原　晋 ヤギハラ　シン 水分子をプローブとする物質・生体評価手法の開発 チームリーダー 57

矢島　千秋 ヤジマ　チアキ 食品放射能検査システムの実用化開発 サブリーダー 42

安田　賢二 ヤスダ　ケンジ 薬物・医療スクリーニングを目指したオンチップ・セロミクス計測技術の開発 チームリーダー 63

安武　正敏 ヤスタケ　マサトシ 複合型走査型非線形誘電率顕微鏡の開発 サブリーダー 71

安永　卓生 ヤスナガ　タクオ
電子顕微鏡のための画像処理サーバの構築をめざしたプラットフォーム開発 チームリーダー 75

３次元電子顕微鏡のための画像処理プラットフォームの開発 チームリーダー 29

安野　嘉晃 ヤスノ　ヨシアキ 光断層装置「フーリエ光レーダー」高機能臨床型の開発 サブリーダー 76

谷田貝　豊彦 ヤタガイ　トヨヒコ 生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡 チームリーダー 72

柳川　弘志 ヤナガワ　ヒロシ 超高効率なタンパク質スクリーニング技術の開発 チームリーダー 61

柳澤　道彦 ヤナギサワ　ミチヒコ 浮遊型プローブによるプロセスプラズマ分析装置の開発 サブリーダー 67

薮上　信 ヤブカミ　シン 室温で動作する生体磁気信号計測用薄膜磁界センサの開発 チームリーダー 61

山内　一夫 ヤマウチ　カズオ 超微量用固体NMRプローブの開発 チームリーダー 63

山崎　健二 ヤマザキ　ケンジ 個別化血栓止血医療を支援する検査システムの実用化 サブリーダー 55

山崎　精二 ヤマザキ　セイジ 赤外線カメラを用いた二次元可視化熱分析用ソフトウェアの開発 サブリーダー 75

山崎　浩樹 ヤマザキ　ヒロキ 紙基板インクジェットプリントヘルスケアチップ（PADs）の開発 サブリーダー 51

山下　将嗣 ヤマシタ　マサツグ 超LSI故障個所解析装置 サブリーダー 70

山下　豊 ヤマシタ　ユタカ 乳がんスクリーニングを目指した光マンモグラフィの開発 チームリーダー 78

92



氏　名 フリガナ 開発課題名 職　務 ページ

山田　宏治 ヤマダ　コウジ 食品放射能検査システムの実用化開発 チームリーダー 42

山田　啓文 ヤマダ　ヒロフミ 大気中・液中で動作する原子分解能分析顕微鏡 サブリーダー 67

山中　千博 ヤマナカ　チヒロ スピンプローブを用いたESR生体計測技術 チームリーダー 60

山村　和也 ヤマムラ　カズヤ 中性子集光用非球面スーパーミラーデバイスの開発 チームリーダー 57

山本　悦治 ヤマモト　エツジ 到来方向測定による高感度ガンマ線３Dカメラの開発 サブリーダー 71

山本　幸佳 ヤマモト　タカヨシ 高線量率環境に対応する線量測定方法の実用化開発 チームリーダー 42

山谷　泰賀 ヤマヤ　タイガ
革新的PET用３次元放射線検出器の開発 チームリーダー 59

普及型・高精細PET／MRI一体型装置の開発 チームリーダー 51

湯野川　春信 ユノカワ　ハルノブ HiCEPピークデータベースの開発 サブリーダー 74

由井　宏治 ユイ　ヒロハル 分子識別３次元立体／断層画像計測用誘導ラマン散乱光干渉計の開発 チームリーダー 15

圦本　尚義 ユリモト　ヒサヨシ
高精度高分解能荷電粒子撮像素子の開発 チームリーダー 62

LIMAS装置の活用・普及促進 チームリーダー 39

吉井　淳治 ヨシイ　ジュンジ 開発総括 5

吉岡　豊吉 ヨシオカ　ホウキチ タンパク質超高感度質量分析のための次世代微量サンプル導入システム サブリーダー 68

吉川　彰 ヨシカワ　アキラ 高エネルギー分解能･高スループットの国産放射能測定検査装置 サブリーダー 40

吉田　優 ヨシダ　マサル 全自動超早期大腸がんスクリーニング診断システムの実用化 サブリーダー 55

吉田　豊 ヨシダ　ユタカ
顕微メスバウア分光装置の空間分解能向上 チームリーダー 58

太陽電池評価のための３Ｄ顕微メスバウア分光装置の開発 チームリーダー 50

吉田　佳一 ヨシダ　ヨシカズ 顕微質量分析装置の開発 サブリーダー 71

吉村　徹 ヨシムラ　トオル 超早期診断に向けた超高感度デジタルELISA検査システムの開発 チームリーダー 52

米倉　功治 ヨネクラ　コウジ 電子顕微鏡の高精度制御及び生体高分子結晶構造解析ソフトウェアの開発 チームリーダー 75

和田　仁 ワダ　ヒトシ 高効率・高品位タンパク質結晶生成システムの開発 チームリーダー 66

渡辺　温 ワタナベ　アツシ 耐放射線性を有するアクティブ駆動HEEDの開発 チームリーダー 44

渡辺　賢一 ワタナベ　ケンイチ 熱-熱外中性子用高効率シンチレータ検出器の開発 チームリーダー 19

渡辺　幸信 ワタナベ 　ユキノブ 低価格・高速・高精度放射能測定装置の実用化開発 サブリーダー 43
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機　関　名 ページ

アークレイ（株） 67

（株）アールテック 66

アオイ電子（株） 23

青山学院大学 73

秋田県産業技術センター 25

秋田県産業技術総合研究センター 60

秋田県立大学 59

秋田大学 25,60,79

旭化成クラレメディカル（株） 68

味の素（株） 66

（株）アステック 35,69

（株）アストロステージ 28

（株）アストロン 74

アトー（株） 7

（株）阿藤工務店 44

（株）アドバンストアルゴリズムシステムズ 36,77

（株）アドバンテスト 24

（株）アプコ 51,52,49,50,58,62,74,79

アボット ジャパン（株） 52

（株）アルバック 68

アルバック・ファイ（株） 70

アルバック理工（株） 70,74,78

（株）アンペール 9

石川県立大学 57

茨城大学 56,66,67,73

（株）イフコム 73

（株）イムラ材料開発研究所 9

（独）医薬品医療機器総合機構 71

岩通計測（株） 62

岩手大学 9

（株）インテック 74

Integral Geometry Instruments（同） 48

（独）宇宙航空研究開発機構 11,21,46,57,60

英弘精機（株） 66

（株）エー・アンド・デイ 72

（株）エス・ティ・ジャパン 78

エスアイアイ・ナノテクノロジー（株） 61,71

（株）エックスレイプレシジョン 59,70

（財）NHKエンジニアリングサービス 69

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 77

NTTアドバンステクノロジ（株） 61

NTT-ATナノファブリケーション（株） 60

愛媛大学 10

（株）エム・アール・テクノロジー 11,51,49

（株）M.T.C 7

MBSジャパン（株） 48

エルシード（株） 58

機　関　名 ページ

（株）エンプラス 65

大阪工業大学 37,75

大阪産業大学 79

大阪市立大学 24,71

大阪大学 8,9,18,20,24,37,39,42,45,49,51,53,54,57,60,
61,63,67,68,70,71,72,74,75,78,80

大阪電気通信大学 26,34,41,60,71

（財）大阪バイオサイエンス研究所 64

大阪府立大学 24,57,60,68

岡山大学 38,73,76

（株）オキサイド 26,30

（株）雄島試作研究所 33

（同）オフィスタンデム 9

（株）オプテックス 23

オリエンタル酵母（株） 69

オリンパス（株） 14,,62,69,77

（株）オンチップ・バイオテクノロジーズ 13

（独）海上技術安全研究所 40

（独）海洋研究開発機構 65

花王（株） 67

香川県産業技術センター 23

香川大学 23,58,63

学習院大学 33,67,70,74

鹿児島大学 68

（財）神奈川科学技術アカデミー 31,63

金沢工業大学 42

金沢大学 13,64,67,69

カルナバイオサイエンス（株） 7

環境テクノス（株） 44

関西医科大学 38,75

関西大学 73

関西学院大学 65,69

（株）キーコム 60

（株）北川鉄工所 40

北里大学 52,60,62,73,74

キッコーマン（株） 78

岐阜大学 25,51,49

キヤノン（株） 42

九州計測機器（株） 21

九州工業大学 19,29,40,75

九州大学 21,43,54,57,60,75,77,78

（株）協同インターナショナル 12

京都工芸繊維大学 67

京都大学 7,8,16,42,52,50,53,56,61,62,63,65,66,
67,69,70,71,72,75,76,78,79,80

京都電子工業（株） 10,31,58

京都府中小企業技術センター 78

機関索引
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機　関　名 ページ

（株）清原光学 66

近畿大学 18,59,69,70

King Abdullah University 63

熊本大学 56,77

倉敷紡績（株） 65

呉工業高等専門学校 52

群馬大学 12,52,50,59,94

慶應義塾大学 10,25,38,49,51,59,61,71,74,75

けいはんな文化学術協会 78

コアックス（株） 62

高エネルギー加速器研究機構 18,34,35,57,59,65

工学院大学 30,44,62,69,76

（公財）高輝度光科学研究センター 11,50,70

（有）高度技術研究所 67

（株）神戸製鋼所 28

神戸大学 24,32,48,55,67,68

（株）コーネット 74

（株）国際バイオインフォマティクス研究所 75

国立遺伝学研究所 52

（独）国立環境研究所 72

（独）国立がん研究センター 53,55

（独）国立精神・神経センター 62

（独）国立病院機構 68

（独）国立文化財機構 58

国立保健医療科学院 45

国立歴史民族博物館 78

コセキ（株） 53

コニカミノルタエムジー（株） 66

五稜化学（株） 11

サーモフィッシャーサイエンティフィック（株） 73

サイエナジー（株） 58

サイエンス・テクノロジー・システムズ（株） 75,78

埼玉医科大学 33,66

埼玉大学 14,44,65,78,81

（独）産業技術総合研究所 7,21,23,36,43,44,52,57,59,61,62,
64,65,68,70,71,73,74,77,80

（独）国立長寿医療センター 73

三幸電子（株） 75

サントリーホールディングス（株） 67

（株）三友製作所 77

サンユー電子（株） 26

（株）C＆A 40

（株）ジーテック 47

（株）JVCケンウッド 10

（株）JEOL RESONANCE 9,28,34,76,77,79

ジェナシス（株） 65

（株）ジェネシア 66

機　関　名 ページ

静岡大学 27,63,77

静岡理工科大学 50,58

システム・インスツルメンツ（株） 32,78

（株）システムインフロンティア 21

（株）システムハウス 74

自然科学研究機構 11,26,30

（株）柴崎製作所 43,45

（株）島津製作所 15,24,25,31,49,55,61,63,67,
71,72,73,75,76,77,80

シャープ（株） 52,77

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（株） 68

首都大学東京 24,36,56,66,70,71,72,74,76

順天堂大学 62

上智大学 64

（独）情報通信研究機構 9,60

昭和大学 38

（有）シリコンバイオ 74

信州大学 66,68

新日本製鐵（株） 69,76

新日本電工（株） 70,79,80

住友金属テクノロジー（株） 79

成蹊大学 62

積水メディカル（株） 20

セキテクノトロン（株） 75

（株）生体分子計測研究所 13

摂南大学 49,79

セルフリーサイエンス 52

（株）先端赤外 66

崇城大学 71

（株）相馬光学 69

（株）ソダ工業 70

ソニー（株） 34,55,65

（株）第一科学 65

（株）タイカ 77

大研化学工業（株） 77

（株）ダイセン電子工業 78

（株）ダイナコム 37,45,52,74,78

大日本スクリーン製造（株） 25

ダイヤモンドエアサービス（株） 73

太陽日酸（株） 21

田中貴金属工業（株） 68

玉川エンジニアリング（株） 10

（株）知能情報システム 9

千葉工業大学 33,48

千葉大学 33,51,52,57,58,59,62,66,70,73,78

中部大学 74

中立電機（株） 70,74
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機　関　名 ページ

中菱エンジニアリング 73

（株）千代田テクノル 40,42,80

筑波大学 9,11,21,70,72,76

DSファーマバイオメディカル（株） 59

（株）TYK 66

帝京科学大学 70

（株）テクニスコ 62,68

（株）テクノアソシエ 25

（株）テクノエックス 41,71

（株）テクノメディカ 51

（株）デザインテック 65

テセラ・テクノロジー（株） 7

電気化学工業（株） 62

（公財）電気磁気材料研究所 61

（株）デンソーウェーブ 53

東海大学 53,57,67

東京医科歯科大学 24,51,63,65

（株）東京インスツルメンツ 23,33,67

東京学芸大学 18

東京工業大学 16,26,30,33,52,59,62,65,68,69,70,73,75,76

東京女子医科大学 55

東京大学
7,10,11,13,14,15,16,17,23,31,36,40,41,42,
51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,

71,72,73,75,76,77,78,79,80

東京都健康安全研究センター 72

東京都市大学 44,70

東京農工大学 12,24,32,79

東京理科大学 9,12,15,17,61,62,71,77,78

東邦大学 74

東北学院大学 61

東北大学
7,15,21,22,24,33,36,38,39,40,42,56,
58,59,60,62,64,66,67,69,70,71,73,

74,76,77

（株）トーメーコーポレーション 76

徳島大学 56

徳島文理大学 25,61

常葉大学 27

（株）トプコン 72

（株）トヤマ 72,76

豊田工業大学 79

トヨタ自動車（株） 50

（株）なうデータ研究所 29

長岡技術科学大学 53

長崎総合科学大学 58

長崎大学 56,63

（株）長峰製作所 50

名古屋工業大学 14,66,69,73

名古屋大学 10,14,15,19,20,23,26,35,45,46,48,56,57,58,
59,60,61,62,70,72,74,76,78,80

夏目光学（株） 13

機　関　名 ページ

（株）ナナオ 76

（株）ナノコントロール 24

ナノフォトン（株） 20

奈良女子大学 70,73,74

奈良先端科学技術大学院大学 16,60,70

新潟大学 76

（株）ニコン 11

（株）ニコンインステック 20,69

日美商事（株） 45

日京テクノス（株） 62,68

日東光器（株） 25

日東紡績（株） 73

日本赤十字社 52

日本ベル（株） 68,75

（株）ニデック 68

日本板硝子（株） 63

（財）日本環境衛生センター 79

（独）日本原子力研究開発機構 42,45,57,73,80

日本航空電子工業（株） 60

日本光電工業（株） 33

(公財)日本国際問題研究所 44

日本女子大学 23,60

日本大学 9,23,76

（株）日本中性子光学 44

日本電子（株） 12,67,70,71,75,78

日本電信電話（株） 12,51

日本バイリーン（株） 43

日本分光（株） 65

（公社）日本分析化学会 44

（財）日本分析センター 43

日本ヘルス工業（株） 79

日本放射線エンジニアリング（株） 80

日本レドックス（株） 77

人間文化研究機構 76,78

ネオアーク（株） 57,65

NEOMAXエンジニアリング 77

（株）脳機能研究所 33,70

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 65

（公財）野口研究所 30,61,74

バイオテック（株） 79

（有）バイオデバイステクノロジー 68

パイオニア（株） 44

パイオニアマイクロテクノロジー（株） 44

（株）バイオマトリックス研究所 78

橋本電子工業（株） 67

パナソニック（株） 25

パナソニック四国エレクトロニクス（株） 78
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機　関　名 ページ

浜松医科大学 38,62,71,75,77,78

浜松ホトニクス（株） 27,47,51,53,56,59,70,71,74,77,78

（株）ビーエル 25,61

（財）微生物化学研究会 68

日立アロカメディカル（株） 40

日立コンシューマエレクトロニクス（株） 80

（株）日立製作所 67,80

（株）日立ハイテクサイエンス 21,25

（株）日立ハイテクノロジーズ 21,23,72,75,76

（株）日立ハイテクフィールディング 75

（株）日立メディコ 71

兵庫県立大学 9,60,61,63,66,69

弘前大学 16,38,72

広島大学 40,52,53,56,59,74

ファイバーラボ（株） 11

ファインテック（株） 65

（株）フォトロン 66

（株）VICインターナショナル 48

福井大学 39,65,66,67

福島県水産試験場 40

福島県農業総合センター 43

福島県立医科大学 53

福島大学 45

富士通（株） 53,71

富士電機（株） 42,65,77,80

富士電機システムズ（株） 71,72

富士フイルム（株） 53,67,72

（独）物質・材料研究機構 21,28,36,57,58,61,63,66,70,73,77

（株）船井電機 59

ブルカー・ダルトニクス（株） 78

古河機械金属（株） 42

プレサイスゲージ（株） 65

分子科学研究所 49,69

（独）放射線医学総合研究所 35,42,47,51,59,69,71,74,80

豊和産業（株） 11

北斗電工（株） 24

北陸先端科学技術大学院大学 57,67,69

北海道医療大学 61

北海道大学 9,19,27,38,39,45,59,61,62,69,70,72,73,75,78

（株）堀場製作所 42,63,71,72,79

機　関　名 ページ

（株）ホロン 62

マイクロ化学技研（株） 54,63,76

（株）町田製作所 69

三重大学 57,67,73,78,80

みずほ情報総研（株） 25

三鷹光器（株） 78

三谷商事（株） 47,69

三井造船（株） 40

三菱ウェルファーマ（株） 71

（株）三菱化学生命科学研究所 71

三菱重工業（株） 46

三菱電機（株） 43

宮城県産業技術総合センター 61

宮城工業高等専門学校 61

宮崎県総合農業試験場 24

武蔵エンジニアリング（株） 68

武蔵大学 44

明治大学 72

（株）メイズ 74

明昌機工（株） 69

明星電気（株） 41,76,78

メッセンジャースケープ 35

矢崎総業（株） 78

山形大学 14,56

山口東京理科大学 71

（株）山武 71

山梨大学 25,31,61

（株）ユニソク 12,63,79

横浜市立大学 51

ライフィクス（株） 30

（株）ライフテック 65

ラピスセミコンダクタ宮城（株） 15

ランダムフラクタルシステムズ（株） 75

（株）ランドマークテクノロジー 67

（独）理化学研究所 8,9,14,28,45,47,53,61,62,68,69,70,74,75,79

（株）リガク 22,39,72,73

理研計器（株） 56

（株）リコー 54

ワイヤード（株） 24

早稲田大学 12,25,33,47,60,62,63,78
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