


「PictuAR（ピクチュアル）」、「PictuAR」ロゴは、NTTコムウェア株式会社の登録商標です。
アプリのダウンロードや動画の再生には別途パケット通信料がかかります。
一部端末ではご利用いただけない場合があります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
　http://www.nttcom.co.jp/ar-saas/system.html
ARとは、Augmented Reality(拡張現実)の略です。

 マークの付いている図は、動画再生時に
音が流れます。

＜動画組込場所＞

本冊子では、P.8 ～ P.26の各開発課
題の図を、「PictuAR」アプリで撮影
することにより、更に詳しい情報を
得ることができます。

（例）

お問い合わせ先
国立研究開発法人

科学技術振興機構
産業連携展開部 　先端計測グループ

〒102-0076　東京都千代田区五番町7 K’s五番町（東京本部別館）
TEL : 03-3512-3529　E-mail : sentan@jst.go.jp

この冊子にはAR（拡張現実）が組み込まれており、
スマートフォンから、紙面上で動画を見ることができます。

スマートフォンにARアプリ「PictuAR]（無料）をインストール（※1）

して、「PictuAR」を起動します。Step.1

Step.2 「撮影画面」ボタンをタップし、冊子の<動画組込場所>を
撮影します。

Step.3 ARが組み込まれた箇所にスタートボタン（

△

）が現れます。
タップするとスマートフォン上で動画が再生されます。

視聴方法

PictuAR　起動

Step.1
カシャ！

Step.2
動き出す

Step.3

※1. 「ピクチュアル」と検索、
　もしくは、QRコードから
　ダウンロードサイトへ
　アクセスできます。

Android用 iOS用
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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

Development of Advanced Measurement and Analysis Systems

◇　計測・分析の開発に特化した競争的資金制度です。
◇　開発フェーズに合わせて、開発期間や開発費を柔軟に設定することができます。
◇　開発タイプは、2タイプあります。

◇　産と学･官連携で開発チームを編成し、実用化を意識した開発を推進します。

◇　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継続実施を推奨します。  
　　（例　要素技術開発終了→最先端機器開発）

◇　開発総括をはじめとする有識者によるサポート体制をとっており、きめ細やかな
　　課題マネジメント・サポートを実施します。

最先端の
計測分析機器のための

要素技術の開発

要素技術タイプ 
計測分析機器及び

その周辺システムの
開発

先端機器開発タイプ

特　徴

目的

国立研究開発法人科学技術振興機構は、我が国発の計測分析技術･機器の実現に向け、
平成16年度より「先端計測分析技術・機器開発プログラム」を実施しています。

本プログラムは、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・機器及びその周辺システムの開発を推進します。

・革新的な研究成果　　　・新規市場の創出
・産業競争力強化　　　　・標準化　　など

最先端でニーズの高い計測分析技術・機器やシステムの開発
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プログラムの仕組み

◦ 先端計測分析技術･機器開発推進委員会
◦ 総合評価会
◦ 開発総括・領域総括
◦ 産学連携展開部先端計測グループ

ユーザー

大学
公的機関等

開発チーム

チームリーダー
を核とする
産と学･官の

連携

基本方針

契約・連携・評価

開発成果

企業

Innovation

開発総括・領域総括による
強力な研究開発マネジメント

開発推進・助言
サイトビジット
中間･事後評価
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開発推進体制

プログラムディレクター　先端計測分析技術・機器開発推進委員長
本プログラム全体を総括し、開発課題の公募、採択、評価を一体的に行います。

林　善夫
開発主監（プログラムディレクター）

プログラムオフィサー　総合評価会長
本プログラムにおける最先端研究基盤領域の課題の選考・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

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

田中　耕一
株式会社島津製作所 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
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最先端研究基盤領域プログラムオフィサー　開発総括

重点領域プログラムオフィサー　領域総括

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・アドバイスできる有識者を開発総括（プログラムオフィサー）として委嘱し、本事業および開発課題
全体のマネジメントを行っております。

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
バイスできる有識者を領域総括（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。

尾形　仁士
三菱電機株式会社 社友

専門分野
半導体材料、超高真空、電子分光

小野　幸子
工学院大学 名誉教授

同大客員研究員
専門分野

表面化学、電気化学、機能性無機材料

澤田　嗣郎
東京大学 名誉教授

専門分野
新規レーザー計測法の開発、分光学

角山　浩三
JFEテクノリサーチ株式会社 顧問

専門分野
表面・極微量分析、金属材料

西本　清一
京都大学 名誉教授／

公益財団法人京都高度技術研究所理事長／
京都市産業技術研究所所長

専門分野
物理化学、ケミカルバイオロジー

伏見　譲
埼玉大学 名誉教授

総合研究大学院大学 学長補佐
専門分野

進化分子工学、分子生物物理学

松尾　由賀利
法政大学理工学部　教授

専門分野
レーザー分光、レーザーアブレーション、

量子エレクトロニクス

森田　清三
大阪大学 名誉教授

専門分野
表面ナノ計測、走査型プローブ顕微鏡法

吉井　淳治
株式会社CLOUDOH　代表取締役

専門分野
ソフトウェア、バイオインフォマティクス

佐藤　祐一
神奈川大学　名誉教授
専門分野
電気化学（電気めっき）、無機材料学

■グリーンイノベーション領域
平井　昭司
東京都市大学　名誉教授
専門分野
放射化学、分析化学

■放射線計測領域

（五十音順）
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最先端研究基盤領域
2015年度採択課題 チームリーダー ページ

要素技術タイプ
新規近赤外蛍光団の開発と実用的蛍光プローブの創製 花岡　健二郎 8
非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 久武　信太郎 9
量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 渡邊　幸志 9

先端機器開発タイプ
汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 池滝　慶記 10
マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 酒井　啓司 10
超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 藤原　敏道 11
プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発 本間　敬之 11

2014年度採択課題　 チームリーダー ページ

要素技術タイプ
暗視野X線タイコグラフィ法の開発 高橋　幸生 12
高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 西谷　智博 12
クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発 松尾　二郎 13
高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 保川　清 13
全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 山田　和彦 14

機器開発タイプ
LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 澤田　誠 14
原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発 柴田　直哉 15
革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 中川　達央 15
超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発 拝師　智之 16

開発成果の活用・普及促進
CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 長谷川　和雄 16

2013年度採択課題 チームリーダー ページ

要素技術タイプ
微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 秋山　英文 17
磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 石山　和志 17
原子分解能の元素・状態分析用 Ｘ線ＳＴＭ開発 齋藤　彰 18
マルチモーダル発光イメージングシステムの開発 永井　健治 18

機器開発タイプ
深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 河田　聡 19
小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発 田中　敬二 19
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 波多　聰 20
超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 原　　徹 20
位相敏感高感度Ｘ線非破壊検査機器の開発 百生　敦 21

2016年度開発課題
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重点開発領域 「グリーンイノベーション領域」

2013年度採択課題　 チームリーダー ページ

要素技術タイプ
電池用-高分解能電流経路映像化システムの開発 木村　建次郎 24

機器開発タイプ
太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 宇治原　徹 25

2012年度採択課題 チームリーダー ページ

機器開発タイプ
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 櫻井　吉晴 25
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 吉田　豊 26

環境問題解決領域
2014年度採択課題　 チームリーダー ページ

要素技術タイプ
PM2.5中酸性度(pH)と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発 田中　茂 22

実証・実用化タイプ
排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 福井　久智 23
環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 福澤　隆 23

2016年度開発課題
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2015
要素技術
先端機器開発

2014
要素技術
機器開発
開発成果の活用・普及促進

2013
要素技術
機器開発

最
先
端

研
究
基
盤
領
域

要素技術
チームリーダー
サブリーダー
参画機関

新規近赤外蛍光団の開発と実用的蛍光プローブの創製
花岡　健二郎　東京大学　大学院薬学系研究科　准教授

これまでに開発に成功した蛍光プローブの一例 ： 赤色蛍光カルシウムプローブ

本課題では、新規な近赤外蛍光団及び近赤外蛍光プロー
ブを開発することで、生命科学や分析化学など幅広い基
礎科学研究において有用となる蛍光試薬（蛍光プローブ）
を提供することを目指す。特に650nmから900nmの近
赤外領域の光は、低い自家蛍光や高い組織透過性など多
くの利点があり、近年、マルチカラーイメージングにお
ける新たなカラーウィンドウとしても期待されている。
本課題において開発する蛍光団は、これまでに汎用され
てきた近赤外蛍光団であるシアニン色素と比較しても多
くの優位性があり、国内外への大きな波及効果が期待さ
れる。

－－－－
－－－－

開発概要

2015年度
採択課題

赤色や近赤外の長い波長の蛍光は、低い自家蛍光や高い組織透過性を示すことから
動物個体や組織切片での蛍光イメージングや、マルチカラーイメージングの1つのカ
ラーウィンドウとして期待されています。

ニーズ

技術

夢

独自の分子設計によって赤色および近赤外蛍光を発する蛍光団を開発し、それを用
いて新たな蛍光プローブの作製から生体への応用まで行います。蛍光プローブとは
特定な生体分子と相互作用することで初めて蛍光を発する機能性分子です。

新しい蛍光プローブを開発することで、これまでには観察できなかった生命現象の
観察を可能として、創薬や臨床医療に貢献していきたい。

赤色や近赤外の長い波長の蛍光で生命現象を解明する！
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発

量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発

久武　信太郎　大阪大学　大学院基礎工学研究科　助教

渡邊　幸志　産業技術総合研究所　電子光技術研究部門　主任研究員

宮地　邦男　シンクランド株式会社　代表取締役社長

櫻井　竜也　昭和オプトロニクス株式会社　技術部　マネージャー

アークレイ株式会社

慶應義塾大学

2015年度
採択課題

2015年度
採択課題

携帯電話、無線LAN、衝突防止レーダ。世の中には電波が溢れています。資源であ
る電波をもっと使いこなすためには、見えない電波の見える化がカギとなります。

ライフサイエンスの分野で将来的には１分子レベルの変化も見逃さない（分析可能
な）装置ブレークスルーが求められています。核磁気共鳴（NMR）はこの実現に重
要な技術の一つです。

マイクロ波からテラヘルツ波までを対象とし、周波数が揺らごうとも気にせずその
位相の空間分布を可視化する独自の非同期計測技術を開発します。

高品質なダイヤモンド単結晶中に窒素と炭素欠損からなる構造を形成。そこに捕捉
された一つの電子を磁気センサーとして応用し、微弱なNMR信号を検知します。

デバイス開発からサイエンスまで、幅広い領域で活躍できる計測技術となるよう、
この要素技術を磨き上げたいと思います。

従来技術の延長線上では実現できない感度を持ちながら、機動性や組込性にすぐれ
た新しいタイプの分析装置を開発することを目指します。

見えない電波、見える化します！

従来の開発技術の延長線上では越えられない超高感度分析装置の実現へ！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

ホーンアンテナから放射された電磁波（310GHz）の可視化の例（実験結果）

本課題では、自励発振器等から放射されるマイクロ波帯
からテラヘルツ波帯の高周波電界の空間分布を、その発
生源とは非同期で計測し可視化するための要素技術を開
発する。本開発により、車の衝突予防システムへの搭載
が進むミリ波レーダや、第5世代（5G）移動通信システ
ム関連機器、あるいは、テラヘルツ波帯で動作するアン
テナ集積デバイスを、それら機器が置かれるリアルシチュ
エーションの元で評価可能とするための基本技術が確立
され、幅広い分野への波及効果が期待できる。

開発概要

高品質なダイヤモンド合成技術と量子センシングの原理を使い、
超微小磁気を室温で高感度計測可能な磁気センサーを開発

量子センシングという新しい技術であるダイヤモンド量
子磁気センサーをコア技術とし、従来技術の延長線上で
は実現できない感度と分解能を持つ、新原理に基づくポー
タブルなNMR装置の開発を目指す。これにより、わずか
な分子数でも検知可能なNMR装置を実現する。本開発に
より、将来的には１分子レベルでのNMR計測が見通せる
ようになり、ライフサイエンスにおける微量試料を対象
とした分析装置の開発などに貢献する。また、材料開発
など様々な分野にも適用可能であり、超高感度分析装置
の突破口となる技術にすることを目的とする。

開発概要

要素技術

要素技術
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

汎用・普及型超解像顕微鏡の開発

マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発

池滝　慶記　オリンパス株式会社　技術開発統括本部　主任研究員

酒井　啓司　東京大学

熊谷　寛　北里大学　医療衛生学部　教授

里見　秀人　京都電子工業株式会社　技術開発本部　新規事業開発部　マーケティング室　室長

NTTアドバンステクノロジ株式会社／筑波大学

日本ペイントホールディングス株式会社　株式会社リコー

2015年度
採択課題

2015年度
採択課題

従来の光学顕微鏡は、解像度の原理的な上限が0.2mm程度であるので、細胞内部の
生命活動を更に細かく観察したいという生物学者の要望には応えられませんでし
た。

インクジェットやマイクロ流路など、微小サイズの流体プロセスが注目を集めてい
ます。そこでは高速の液体構造とダイナミクスの観察が必須の要素技術となりま
す。

ポンプ光とイレース光と呼ばれる２色の照明光を1枚の位相フィルターで独立に整形
して集光することで、この限界より遥かに微小な空間領域を超解像顕微鏡観察する
ことが出来ます。

独自の微小液滴生成・ハンドリング技術により、表面張力などの液体の基本物性を
高速で追跡し、液体中で進行する様々な分子反応のモニタリングを行います。

位相フィルターを工夫すると縦分解能も向上します。本技術を発展させ、無染色か
つ高速でライブ観察ができるユニバーサルな３次元超解像顕微鏡の創生を目指しま
す。

液体中での分子の運動と反応状態を、簡便な手法で迅速に測定する装置を開発し、
将来的には人工細胞作成への応用を目指します。

フィルター１枚を市販のレーザー顕微鏡に取り付けるだけで
簡単に超解像顕微鏡観察ができます

細胞サイズの液滴を操り、液体反応の追跡と制御を目指す！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

超解像位相フィルターの機能と超解像顕微鏡観察画像（ラット腎細胞の微小管）

回折限界を超える解像度で試料観察できる超解像顕微鏡
は生物分野における次世代の計測機器として注目されて
いる。しかし、複雑かつ高精度の光学系を必要とするた
めに、超解像顕微鏡の装置化と技術普及は立遅れている。
本プロジェクトでは、市販のレーザー顕微鏡に装着する
だけで簡単に超解像顕微鏡観察ができる位相フィルター
の開発を中心に、多くのユーザーが簡便に利用でき、な
おかつ、ニーズに合致した汎用・普及型の超解像顕微鏡
を開発する。

開発概要

空中に細胞サイズの液滴を連続射出し、その振動状態から表面エネルギーを計測

微小液滴を射出し、非接触誘電プローブによりその力学
応答を測定することで、時々刻々に変化する液体の表面
エネルギーをマイクロ秒の分解能で計測する表面・界面
エネルギーモニターを開発する。
さらに複数のノズルにより射出される異なる種類の液体
の微小球が衝突融合することにより開始されるさまざま
な反応現象を、マイクロ～サブミリ秒までの時間領域で
光学測定により追跡する機能を付加する。本装置により、
近年用途が拡大しているインクジェットなどの微小液体
の動態と反応に関する詳細な情報が得られ、関連分野の
研究開発の促進が期待できる。

開発概要

先端機器開発

先端機器開発
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発

プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発

藤原　敏道　大阪大学　蛋白質研究所　教授

本間　敬之　早稲田大学　理工学術院　教授

中村　新治　株式会社JEOL RESONANCE　技術部　開発グループ　主事

河村　賢一　株式会社東京インスツルメンツ　商品開発室　室長

福井大学

株式会社協同インターナショナル

2015年度
採択課題

2015年度
採択課題

生体分子複合体や材料を、働いている現場で機能・構造解析するためには、核スピ
ン状態を超精密にモニターすることが求められています。

電気化学反応やトライボロジーなど固液や固固界面など埋もれた界面の測定手法が
フロンティア分野として注目されています。

高均一高磁場と極低温の下で遠赤外線やラジオ波磁場を用いて、高速回転する試料
内の電子と核スピンを操作して、モニターします。

独自のプラズモンセンサとラマン分光機により、表面から内部の化学構造を高感
度、高空間分解能かつ高速で動的な変化を測定します。

超高感度で高分解能な固体核スピン磁気共鳴分光装置を作り、細胞内生体分子や微
量な材料界面の分子構造を原子分解能で解析します。

今まで未知であった界面の化学構造や化学反応を精密かつ動的に測定できるため、
めっきや2次電池、潤滑膜界面、細胞界面などさまざまな応用が期待されます。

高磁場核スピンを超偏極させて、原子分解能で高感度な構造解析を目指す！

埋もれた界面の動的化学構造の高空間分解能測定技術開発を目指す！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

強力なサブミリ波照射によって電子スピンの分極が核スピンに移動する
動的核分極（DNP）現象を高度に発展させ、固体NMRを１万倍高感度にする。

高分解能NMR（核磁気共鳴）法は分子の構造解析方法と
して極めて重要であるが、感度が低いという弱点が存在
する。近年、NMR法の感度を向上させる技術のひとつと
して、DNP（動的核偏極）法が注目されており、本開発チー
ムはこれまでに世界最高性能のDNP-NMR法の開発に成
功している。本課題では、極低温検出法と極低温高磁場
でラジオ波とサブミリ波の多重パルス照射により、感度
がさらに100 倍以上向上した装置を開発する。そして、
細胞内生体分子や材料界面の原子分解能構造解析を行え
ることを実証し、将来的なプラットフォームへの導入と
活用を目指す。

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
反応を非破壊で高精度、その場計測する装置について、
実用化を目指して用途に応じたプロトタイプ機の開発を
行う。本開発では、3D 高分解能測定および2ミリ秒 以
下の高速動的測定を目標とする。また上記性能を実現す
る感度1万倍以上の高感度表面増強ラマンセンサについ
ても開発を行う。本装置は埋もれた界面化学反応や分子
構造変化またはナノトライボロジー等に関わるエネル
ギーデバイスやストレージデバイス、さらに機械システ
ムなど広範な産業分野への応用が期待される。

開発概要

先端機器開発

先端機器開発

ベースマシン（共焦点顕微ラマン分光機）

プラズモンセンサによる埋もれた界面測定原理 センサを測定試料に乗せるだけで
極めて簡単かつ高性能で測定可能
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

暗視野Ｘ線タイコグラフィ法の開発

高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発

高橋　幸生　大阪大学大学院工学研究科　准教授

西谷　智博　名古屋大学　シンクロトロン光研究センター　特任講師

－－－－

北村　真一　日本電子株式会社　開発基盤技術センター副センター長

－－－－

東京理科大学／青山学院大学

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

X線タイコグラフィは、レンズを用いた従来のX線顕微鏡に比べて高い空間分解能を
有し、様々な分野での試料観察への応用が期待されています。

試料の動態や３次元構造を観測する電子顕微鏡開発が世界規模で始まっており、そ
の最大の課題の解決には新規電子源の開発が鍵を握っています。

円柱パターン素子からの散乱X線を参照波とするインラインホログラフィとX線タイ
コグラフィを組み合わせることで分解能と感度を飛躍的に向上させます。

半導体フォトカソードからのパルス電子ビームが、時間分解能と観測スループット
に飛躍的な向上をもたらすことで、その最大の課題を解決します。

世界最高性能のX線タイコグラフィ装置を開発し、X線タイコグラフィを普及させる
ことで、放射光科学における構造可視化ツールとしての確立を目指します。

電子ビーム源の刷新により四半世紀以来の技術革新を起こすと共に、事業化にも注
力することで、これまでにない“見る”世界を実現します。

Ｘ線タイコグラフィで世界最高の空間分解能と感度を有するX線イメージングを目指す！

半導体フォトカソードからのパルスビームで、動く試料の詳細の瞬撮を実現する！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

暗視野X線タイコグラフィの概念図

Ｘ線タイコグラフィは、高い空間分解能を有するＸ線位
相イメージング法であり、さまざまなバイオイメージン
グ・構造物性研究への応用が期待されている。本研究開
発では、目的の空間分解能・感度を達成するために必要
な回折強度のダイナミックレンジを大幅に圧縮する新手
法「暗視野Ｘ線タイコグラフィ法」を開発し、世界最高
の空間分解能・感度を有するＸ線タイコグラフィを実証
する。

開発概要

フォトカソードの寿命測定：GaN系半導体により
最大の弱点“耐久性”の劇的な向上に成功

半導体フォトカソード電子銃：既存の
電子銃の1/6のコンパクト化に成功

１ミリ秒以下のシングルショットで電子顕微鏡画像を撮
影可能で、電子線の平行性、可干渉性が既存の熱電界放
出型電子銃と同等以上の半導体フォトカソード電子銃の
開発を行う。本開発により、電子顕微鏡の時間分解能の
飛躍的向上やクライオ電子顕微鏡法のスループットと分
解能向上、水溶液中、気体雰囲気チャンバー中の分子の
高時間分解能動態観察などへの波及が見込まれ、電子顕
微鏡法に革新をもたらすことが期待できる。

開発概要

要素技術

要素技術
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要素技術

要素技術
チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発　

クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発　

保川　清　京都大学　大学院農学研究科　食品生物科学専攻　教授

松尾　二郎　京都大学　大学院工学研究科　准教授

複数酵素によるcDNA合成技術を確立し、マイクロアレイや核酸クロマトに応用する。

現在のcDNA合成にはレトロウイルス由来の逆転写酵素
が用いられているが、鋳型RNAがつくる二次構造および
酵素自身の不安定性により、感度と正確性においてDNA
合成酵素に及ばない。本課題では、独自開発の「耐熱型
逆転写酵素」、「逆転写活性を有する耐熱型DNAポリメ
ラーゼ」、「RNA・DNAヘリカーゼ」を用いて、１～数分
子の標的RNAから正確な配列をもつcDNAを確実に合成
する技術を開発する。さらに、本技術をマイクロアレイ
に適用し、転写産物の高感度かつ高精度な検出を実現す
る。

クラスターイオンを用いる二次イオン質量分析法により
液体および固液界面の化学状態分析を実現する。本開発
により、100Paの低真空下で液相が表面に存在する濡れ
た状態の試料を分析する。ガス雰囲気下の実用触媒やバ
イオ材料などに応用することで、これまでの手法では得
られなかった界面の化学状態に関する新たな知見が期待
できる。

林　司　株式会社カイノス　開発本部　取締役・開発本部長

宮山　卓也　アルバック・ファイ株式会社　分析室　室長

関西学院大学／大阪府立母子保健総合医療センター

－－－－

開発概要

開発概要

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

cDNA合成はDNA合成とともに、ライフサイエンス研究の中核をなす。しかし、現
行のcDNA合成は、感度と正確性がDNA合成に劣る。

固体と液体の界面は色々なところに存在しますが、その実態は謎に包まれていま
す。固液界面の分子状態を直接分析できる革新的な技術が求められています。

改良された酵素を組み合わせて用いるcDNA合成技術を開発し、1〜数分子の標的
RNAから正確な配列をもつcDNAの確実な合成を実現させる。

SIMS法にブレークスルーをもたらしたクラスターイオンを使い、低真空下で固液界
面から放出される2次分子イオンを質量分析し、化学状態を詳細に計測します。

本開発技術を革新的検出技術、検出装置として実用化・事業化へつなげ、ライフサ
イエンス研究や食品・畜産・医療産業へ貢献する。

細胞一個を可視化できる高空間分解能と飛躍的な高感度化により、触媒化学や生命
科学を飛躍させる革新的な評価技術を実現します。

DNA合成酵素とヘリカーゼの協奏によるcDNA合成！

新しいイオンビームで固液界面の謎に迫る！
世界初！常識を覆えす低真空クラスターSIMS！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

固液界面分析法の概念図 開発中の固液界面評価用低真空SIMS装置
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要素技術

チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発

全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発　

澤田　誠　名古屋大学　環境医学研究所　脳機能分野　教授

山田　和彦　高知大学　総合科学系複合研究領域　特任講師

脳内の生体物質や薬剤の分布を高分解能で３次元表示ができる

本開発では、座標再現機能を搭載したホットメルト－レー
ザーマイクロダイセクション技術を用いて試料作製する
ことにより、これまで不可能であったLC-MSによる質量
分析イメージングを実現する前処理装置を開発する。ま
た、同技術を応用してMALDI-MSによる質量分析イメー
ジングでの1マイクロメートルの空間分解能を達成する。
これにより従来技術に比べて、より多様な分子の生体内
分布を、より高い空間分解能で解析できるようになり、
さまざまな生命科学分野での活用と普及が期待できる。

既存のNMR装置では、四極子相互作用や核－電子スピン
相互作用に起因する線幅や感度不足が問題となり、測定
可能な核種が限定されている。本開発では、周期表上の
全ての原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発に
挑戦している。磁場掃引型NMR装置に超高感度化技術で
あるオプトメカニクスと高温超伝導コイルを組み合わせ
た新規測定手法を導入し、我が国発の世界標準の次世代
型NMRシステムを創出する。

幸村　裕治　株式会社ルシール　代表取締役

－－－－

名城大学、東亞合成株式会社

京都大学／東京大学／理化学研究所／山形大学／早稲田大学

開発概要

開発概要

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

生命科学の研究において複雑な生命現象を説明するために、多くの生体物質の空間
分布を一細胞単位、さらには細胞内分布として分析することが望まれています。

NMR法は有機化学ではお馴染みの分析ツールですが、既存のNMR装置では測定可
能な核種や試料は大幅に制限されており、その制限を除外することが求められてい
ます。

座標再現機能を搭載したホットメルト-レーザーマイクロディセクションによって
狙った細胞や細胞内小器官を分離、適切なフィルムを選択することで目的とする物
質群を精製操作なしで同時分析することができます。

幅広いNMRスペクトルでも観測できる磁場掃引型NMR法をベースに、超高感度化
技術であるオプトメカニクスと高温超伝導コイルを統合した次世代のNMRシステム
を構築します。

脳の細胞一つ一つで機能的に関連する生体物質を網羅的に解析、その違いを調べて
機能的オミックスとして記述することによって、脳の情報処理の基本原理が説明で
きるようになるかもしれないと考えています。

定量・定性分析が得意なNMR法のニーズが潜在的に存在するにも拘らず普及が遅れ
ている研究分野、特に無機材料研究分野への応用を目指しています。

3次元 質量分析イメージングをLC-MSでも実現！
1μmの高空間分解能での分析を自動制御で行える！

分子レベルの分析に最適な核磁気共鳴（NMR）法を全ての研究分野に！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

機器開発

線幅の制限の除外と感度不足を解消する、次世代型NMRシステム

脳疾患治療薬、作動薬と
神経伝達物質の同時計測

アルツハイマー病モデルマウス脳

アルツハイマー病原因物質
Aβペプチドの３次元分布
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発

原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発

中川　達央　株式会社ユニソク　取締役　分光事業部　部長

柴田　直哉　東京大学　大学院工学系研究科　総合研究機構　准教授

無磁場条件下で観察された（a）磁気スキルミオン及び（b）半導体pn接合の電磁場マップ

本開発では、新しい過渡吸収測定手法　であるRIPT法
（Randomly-Interleaved-Pulse-Train　method、 リ プ
ト法）の性能を飛躍的に向上させるとともに、テーブル
トップサイズの普及型サブナノ秒過渡吸収測定システム
を構築する。従来の過渡吸収測定法において計測が困難
であった1ナノ秒から数10ナノ秒の領域を含む広い時間
幅をカバーすることにより、過渡吸収測定法の汎用性が
飛躍的に高まり、基礎から応用までの幅広い研究・開発
への貢献が期待できる。

本課題では従来の常識を打ち破る無磁場下での原子分解
能観察を可能にする電子顕微鏡を開発する。収差補正技
術を前提とした新しいコンセプトの対物レンズおよび超
高精度・高感度位置分解型検出器の開発により、磁性材
料中の磁気・磁区構造を保ったまま原子レベルでの観察
を可能にする原子分解能磁場フリー電子顕微鏡を実現す
る。これにより、先進磁性材料、磁気メモリ、スピント
ロニクスデバイス、スピン秩序構造などの超高分解能磁
性構造解析に革新をもたらすことが期待できる。

加藤　隆二　日本大学　工学部生命応用化学科　教授

河野　祐二　日本電子株式会社　EM事業ユニット　EM技術開発部1G　主務

大阪大学、名城大学

－－－－

開発概要

開発概要

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

人工光合成、太陽電池、有機EL、ウェアラブルディスプレーなど、｢光」、｢色｣、 
｢高速応答｣ が鍵となる未来を支える光機能材料の開発にRIPT（リプト）法が役立
ちます。

先進磁性材料、磁気メモリ、スピントロニクスデバイス、スピン秩序構造などの真
の理解には、原子分解能レベルの磁気・磁区構造観察手法の開発が必須です。

物質に光が当たり、1秒の100億分の1から1000分の1という瞬時に起きる化学反応
を、従来法にない発想（非同期、パルス列、時間受動計測）で調べます。

収差補正技術を前提とした新規対物レンズと超高性能多分割検出器を開発し、試料
を無磁場環境に保ったまま原子レベルの電磁場構造観察を実現します。

RIPT （リプト） 法の原理が世界中に認知され、その普遍性ゆえ過渡吸収測定以外
にも適用されて、基礎科学や工業における標準的手法の１つとして広く永く利用さ
れること。

これまでの原子分解能電子顕微鏡の限界を突破し、材料中の電子のふるまいそのも
のを原子レベルで観察できる顕微鏡法を目指します。

見えなかった‘すきま時間’の化学反応も見える新しい高速分光技術を創造します！

電子顕微鏡の常識を覆す！　無磁場環境下で原子分解能観察を実現！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

機器開発

機器開発

テーブルトップサイズ（幅 95cm 奥行 50cm）のRIPT法試作システム
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開発成果の
活用・普及促進

チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進　

超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発

長谷川　和雄　明星電気株式会社　技術本部　本部長

拝師　智之　株式会社エム・アール・テクノロジー　代表取締役

【装置】本プログラムの「実証・実用化タイプ」で開発し
た「CO2大気カラム濃度自動測定装置」を開放（共同利用）
する。この装置は、太陽追尾装置により、直達太陽光を
光ファイバーで干渉計に導入し、その信号から大気中の
CO2濃度を測定するものである。
【内容】開発した小型・安価で耐環境性に優れたCO2自動
測定装置を国内外のユーザーと共用する。本装置により、
都市だけでなく、泥炭地や森林地、CO2帯水層貯留地な
ど従来法では計測不可能な自然環境下で、CO2の発生量
や漏洩量をモニターし、炭素管理科学的データを得ること
が可能となり、CO2の排出削減等への貢献が期待できる。

本開発では、核磁気共鳴画像法（MRI）の開発効率を飛
躍的に増大させるユニバーサルMRIプラットフォームの
開発を行う。超高速シミュレータ内蔵型MRIプラット
フォーム（送信2＋受信8系統）、次世代光伝送ユニバー
サルMRIハードウェア、それら要素技術を搭載した実験
動物（マウス）用MRIを開発・実証する。本プラットフォー
ムの実現により、我が国のMRIの開発人材と資源の不足
を克服するとともに、生命科学研究への貢献が期待でき
る。

－－－－

巨瀬　勝美　筑波大学　数理物質系物理工学域　教授

名古屋大学　東京大学　鹿児島大学

－－－－

開発概要

開発概要

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

燃料消費量などの発生源の量が不明確な都市全体や泥炭火災からのCO2発生量を、
地上付近だけのサンプリングではなく、大気中全体に広がるCO2濃度から直接測定
出来ることが望まれています。

MRIは病院等で活躍する非侵襲計測の代表です。ハードとソフトウェアが高価で複
雑なため、新たな撮像シーケンスの実現には大きな障壁がありました。

太陽光を自動追尾して、CO2の回転準位の吸収線を、温度掃引するファイバーエタ
ロンで動的に分光し、大気中のCO2濃度を測定します。

シミュレータを搭載したMRIプラットフォームの実現によって、従来は人海戦術に
頼っていたMRI研究開発を、一気に高効率化することができます。

小型安価装置を実現し、地球規模で配置して、CO2無人観測網をつくりたい。

高温超電導磁石を使用した次世代型MRIの実現や途上国向けの廉価版MRIの高画質
化に貢献することができます。高性能MRIを一段と身近にします。

太陽光の吸収線から大気中全体に広がるCO2濃度を自動測定！

MRIシミュレータによる開発ナビゲーションが装置進化を加速する！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

機器開発

インドネシアでの大気CO2濃度

1-Jul-14 10-Aug-14 19-Sep-14 29-Oct-14 8-Dec-14 17-Jan-15 26-Feb-15

C
O

2
)

mpp( oita
R gnixi

M

観観 測測 日日

error bar : one standard deviation

FES-C data measured in solar time 10-14 h, Scale Factor 0.996 

2.228° 113.946°  

パランカラヤの測定風景

カリマンタン島　パランカラヤ　
インドネシア気象庁観測所

図2. 開発中の1.5T-MRI（Heゼロボイルオフ）。
マウス用の最先端MRI撮像法を装備する。

図1. MRIプラットフォームの概念図。
MRIシミュレータが撮像を援護する。
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要素技術

要素技術

チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発　

微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化　

石山　和志　東北大学　電気通信研究所　教授

秋山　英文　東京大学　物性研究所　准教授

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。

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。

徳永　博司　株式会社M. T. C　代表取締役

久保田　英博　アトー株式会社　技術開発部　部長・取締役

テセラ・テクノロジー株式会社

産業技術総合研究所

開発概要

開発概要

2013年度
採択課題

2013年度
採択課題

橋梁・トンネルなど社会インフラの健全性診断のために、微小振動計測システムが
必要とされています。

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微弱生物化学
発光や蛍光の計測は、現在、相対強度で評価されていますが、さらなる発展には、
発光総量の絶対値計測が必要です。

磁性薄膜の機能性を活用したデバイスにより超高感度ひずみセンサを実現し、
MEMS技術と組み合わせて微小振動計測を可能にします。

専用の発光ダイオード素子の設計・作製により、微弱発光標準光源を開発し、蛍光
プローブや発光分析計測装置の絶対感度や計測限界を評価・比較する技術を確立し
ます。

レーザドップラー並みの感度をワンチップで実現することを目指します。

微弱光計測を定性計測から定量計測へと変革し、絶対値定量計測科学技術の普及・
活用と国際標準化 を目指します。

磁性薄膜を利用したまったく新しい超高感度ひずみセンシング手法が振動計測に革命を起こす！

微弱発光標準光源を開発し、発光蛍光を絶対値で計測する！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

微弱発光標準光源用の発光ダイオード（LED）素子の
素子パッケージ部分（左）、反射像（中）、発光像（右）。素子パッケージ 

光学顕微鏡反射像(x20)

LED素子(開口径φ= 100 um)

発光像（波長630nm）
注入電流：dc0.046mA

LED電極部

ワイヤボンディング部

Siカンチレバー上に形成したセンサの特性測定治具と特性例
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要素技術

要素技術
チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

マルチモーダル発光イメージングシステムの開発　

原子分解能の元素・状態分析用Ｘ線STM開発　

永井　健治　大阪大学 産業科学研究所　教授

齋藤　彰　大阪大学大学院工学研究科　准教授

左図：2色の化学発光Ca2+プローブを用いた１細胞中のミトコンドリアと核のCa2+イメージング
右図：化学発光強度の時系列変化。矢印で細胞内Ca2+を変動させる試薬を加えた。

STM探針の観察点に高輝度・微小Ｘ線を照射し、トンネル電流変化から特定元素を識別

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。

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、性能を飛躍的に拡張する。特に、全く新しい
集光X線源の開発により、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。さらに分析のみならず、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。

－－－－

－－－－

－－－－

－－－－

開発概要

開発概要

2013年度
採択課題

2013年度
採択課題

従来の化学発光タンパク質は使える色が限定されていました。化学発光プローブを
焦点のズレなく長時間観察することはもとより、超解像観察することもできません
でした。

ナノ科学・技術の発展につれ「原子レベルで組成を見る」手法は基幹技術になりま
す。さらに新たなX線源は革新的汎用技術です。

多色の明るい化学発光プローブを開発して、複数の生理機能の高時空分解能観察を
実現します。さらに、長期間観察かつ超解像計測が可能な顕微鏡システムを開発し
ます。

新たな汎用・高輝度・微小X線源により、STM観察下で特定元素を内殻励起し、ト
ンネル電流変化から原子分解能の元素分析を行います。

これまで実現不可能であった、化学発光による超解像計測や、数日や数年間の化学
発光超解像生理機能操作観察を目指します。

物質表面が鍵を握る数多くの現象を分析し、電子素子、光素子、触媒・化学素子、
エネルギー素子、生体膜など、さまざまな機構解明に幅広く役立てます。

化学発光と顕微鏡技術を応用し、複数の生理機能の長時間・超解像イメージングを実現する！

新たな汎用・高輝度・微小Ｘ線源で、原子分解能の元素分析を目指す！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

通常のSTM形状像（左）と元素コントラスト像（右）
（SPring-8で取得した例）

装置全体像
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発　

深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発　

田中　敬二　九州大学　大学院　工学研究院　教授

河田　聡　大阪大学　大学院　工学研究科　教授

小型・安価・簡便な膜厚測定で材料開発のスクリーニングを実現

深紫外プラズモニック・ナノ
分析顕微鏡の概念図。

励起波長266nmで測定したインジウムナノ粒子上 
アデニンの深紫外表面増強ラマンスペクトル 
[Y.Kumamoto et al., ACS Photon. 1,598 （2014）]

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。

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
近接場ラマン散乱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、ナノ材料を
対象とした新たな分析評価装置を実現します。アルミニ
ウム及びインジ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光域で励起します。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しています。

岩倉　宗弘　九州計測器株式会社　技術部部長

小林　実　ナノフォトン株式会社　開発担当GM

－－－－

理化学研究所

開発概要

開発概要

2013年度
採択課題

2013年度
採択課題

エネルギーデバイスの界面反応や物質移動制御、マイクロチップやスキャフォール
ド表面と生体成分の相互作用などのin-situ解析は次世代材料開発の基盤技術です。

ナノ材料（ナノカーボン，ナノ粒子・結晶，生体分子，等）は次世代産業を担う新
材料として注目されており、それらを分析・可視化する技術が求められています。

1nmから100µm厚みの有機・高分子薄膜の厚さと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です。

アルミニウムやインジウムからなるプラズモニックナノプローブを作製し、その先
端に局在した深紫外光を利用して、ナノ材料の紫外共鳴ラマン分析・マッピングを
行います。

本装置を用いることで、低炭素社会、水資源確保や健康長寿社会を実現する材料開
発への貢献が期待できます。

10nm以下の空間分解能，１分子レベルの検出感度を有する汎用的な物性分析顕微鏡
を開発し、ナノエレクトロニクスやナノ医療分野の基礎研究に貢献します。

望む場所で望む時に望む環境で高分子薄膜をキャラクタライズし、材料開発を加速する！

深紫外でナノの光を用いて、ナノ材料を可視化し分析する！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

機器開発

機器開発

固体高分子形燃料電池のプロトン伝導膜に使用される
ナフィオン®薄膜の水収着に伴う膨潤挙動を本測定装置で計測

容易な卓上分析（本法） 高精度分析
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発　

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　

原　徹　物質・材料研究機構　表界面構造・物性ユニット　主席研究員

波多　聰 　九州大学　大学院総合理工学研究院 　教授

装置外観と得られたスペクトルの例

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。

透過電子顕微鏡で動的な自然物理現象を時系列動画とし
て３次元観察するシステムを開発する。時系列３次元動
画像の収録を可能とする高速連続傾斜像収録技術と時系
列３次元画像再構成・動画像化ソフトウェア、および試
料のその場変形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時系列３次元動画
像観察の実現を目指します。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ます。

田中　啓一　株式会社日立ハイテクサイエンス　基盤技術開発部

古河　弘光　 株式会社システムインフロンティア　取締役・副社長

九州大学　宇宙航空研究開発機構　大陽日酸株式会社　産業技術総合研究所　
株式会社日立ハイテクノロジーズ

筑波大学／大阪大学

開発概要

開発概要

2013年度
採択課題

2013年度
採択課題

材料に求められる性能を実現するため、ナノスケールでの組織制御が必要になって
います。ナノ組成分析の飛躍的な精度向上がその基盤技術として求められていま
す。

透過電子顕微鏡による動画（ムービー）観察は材料の特性解明に益々重要となって
おり、機械的特性を司る変形挙動の微視的観察もホットなトピックです。

電子顕微鏡での組成分析としてこれまで用いられてきたX線検出器とは全く検出原
理が異なる「超伝導遷移端センサ」で分解能の一桁アップを実現します。

その場変形トモグラフィー試料ホルダー、高速連続傾斜像収録ソフト、時系列３次
元画像構築・動画像化ソフトからなる時系列３次元ムービーシステムです。

これまでにない超高精度元素分布分析を実現し、材料分析の新たな領域の構築と、
材料設計手法の新たな指針の構築への貢献を目指します。

金属材料等の変形・破壊挙動は転位論をはじめとする古典的な理論体系で理解され
ています。この真偽を時系列３次元ナノムービー技術により明らかにします。

超高精度元素分布分析をナノスケールで実現する！

材料の変形ダイナミクスをナノスケールで３次元ムービー観察！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

機器開発

機器開発

その場変形トモグラフィー試料ホルダー（左上
図）の駆動部（左下図）と金属材料のナノスケー
ル変形過程のその場観察例（右図）
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チームリーダー
サブリーダー
参画機関

位相敏感高感度Ｘ線非破壊検査機器の開発　
百生　敦　東北大学　多元物質科学研究所　教授

左：開発した位相敏感Ｘ線スキャナ装置の全景および内部
右：蛍光ペンの撮影例　（a）吸収像　（b）屈折像　（c）散乱像

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。

栗林　勝　株式会社リガクX線解析事業部　XG　設計課　課長
－－－－

開発概要

2013年度
採択課題

工業製品の生産現場における異物混入や製品欠陥が大きな社会問題に発展しかねな
い現代において、安心・安全に資する高度な検査技術が必要とされています。

従来のＸ線機器は、高分子や生体軟組織などの軽い物質に十分な感度を持ちませ
ん。微弱に曲がるＸ線を可視化する新しい方法でこれを克服します。

Ｘ線の発見から120年間変わらなかったＸ線透視画像の形成法から跳躍し、工場の生
産ラインに設置できる形で本技術の実用化を推進します。

曲がるＸ線を検出する高感度Ｘ線非破壊検査機器の開発！

技術

夢

ニーズ

機器開発

（a）

（b）

（c）
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チームリーダー
サブリーダー
参画機関

PM2.5中酸性度（pH）と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発　
田中　茂　慶應義塾大学　理工学部応用化学科　教授
木地　伸雄　株式会社インターアクション　専務取締役
－－－－

2014
要素技術
実証・実用化

環
境
問
題
解
決

領
域

2014年度
採択課題

大気汚染物質PM2.5微小粒子の人体への健康影響を知る上で、その酸性度(pH)と化
学イオン成分濃度をリアルタイムで測定することは必要不可欠です。

PM2.5微小粒子を噴霧器で霧状にした純水で捕獲し、同時にPM2.5中化学イオン成分
を抽出して酸性度（pH）と化学イオン成分を測定します。

中国、インドなどPM2.5微小粒子の問題となっている地域での本装置の普及による
PM2.5大気汚染の実態を明らかにし、その削減対策に貢献すること。

大気汚染物質PM2.5微小粒子の酸性度（pH）と化学イオン成分の実態を明らかにする！

技術

夢

ニーズ

PM2.5の生成プロセスと挙動を把握し、その削減対策を
進めるには、主要成分である化学イオン成分濃度の測定
が必要不可欠であり、さらに人体への健康影響を知るに
は、PM2.5の酸性度（pH）を測定することも重要な課題
である。本課題では、酸化チタンを塗布した平行板型拡
散スクラバー（ガス捕集）とミストチェンバー（粒子捕集）
などを組合せることでPM2.5の酸性度（pH）と化学イオ
ン成分濃度を自動連続測定できる技術を開発する。

開発概要

要素技術

マイクロpH電極を付けた、PM2.5捕集装置（純水噴霧器）
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発

環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発

福井　久智　鹿島建設株式会社　環境本部　課長

福澤　隆　日本板硝子株式会社　情報通信デバイス事業部　事業開発部　主席技師

秦野　歳久　日本原子力研究開発機構　研究連携成果展開部

永井　秀典　産業技術総合研究所　健康工学研究部門　主任研究員

日本金属化学株式会社

株式会社ゴーフォトン

2014年度
採択課題

2014年度
採択課題

東北大震災以降、放射能濃度を簡便かつ高速に計測する技術が求められる場面が多
くなってきています。

菌・ウイルス（特にノロウイルス）は食中毒の主原因です。大規模食中毒を防ぐた
めに、食品加工業者や給食センターなどでの迅速検査が求められています。

放射線水遮蔽技術および高感度センサーと計測水の撹拌・循環技術の組合せによ
り、排水の放射性セシウム濃度を高速に全量モニタリングする技術です。

携帯型で、逆転写反応から遺伝子増幅・検出までオールインワンの機能を有し、現
場で簡単に使用できる超高速遺伝子定量装置を開発します。

大量の水が排出される施設において、現位置で放射能濃度を連続モニタリングでき
る技術を開発することで、より安全安心な環境回復の実現を目指しています。

菌やウイルスの簡便かつ迅速な高感度検査法を確立し、現場で使用できる携帯型検
査装置の開発により、大規模食中毒の発生を防ぐだけでなく、将来的にはパンデ
ミック等の感染症の流行を阻止し社会に役立つ装置開発を目指します。

大量排水の放射性セシウムを高速かつ低濃度まで
連続モニタリングできる技術です！

大規模食中毒を防ぐため携帯型の菌・ウイルス検査装置を開発する！

技術

技術

夢

夢

ニーズ

ニーズ

環境中の病原微生物を正確、迅速に検出し、水際での封
じ込めを可能とするため、これまでに開発した小型軽量
なリアルタイムPCRシステムをもとに、食中毒起因菌や
ウイルスを、測定開始から10分程度で定量できることを
目指す。大規模食中毒のリスクを懸念する食品生産・加
工会社などにおいて、環境水検査や拭き取り検査機器と
しての有効性を検証し、世界に類のない迅速性と感度、
正確性を兼ね備えた手のひらサイズの装置を開発する。

開発概要

22.5Bq/L以下の低濃度模擬排水を用いて計測を行い、計測値の確からしさが確認された。

排水処理施設において、処理水の放射性セシウム濃度を
現場で全量モニタリングできる装置を開発する。本装置
は、NaI-PMT高感度センサーを用いたモニタリング装置
であり、７トン／時間程度の大容量、高速計測（連続バッ
チ計測）できることを目指す。本装置を実用化することで、
中間貯蔵施設などの大量の排水処理が予測される状況に
おいても全量モニタリングが実現可能となる。

開発概要

実証・実用化

実証・実用化

装置の外形写真 模擬排水を用いた計測試験結果

試作機でのノロウイルス測定結果機能試作機

約13.8㎝
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チームリーダー
サブリーダー
参画機関

電池用－高分解能電流経路映像化システムの開発　
木村　建次郎　神戸大学　大学院　理学研究科　准教授
木村　憲明　株式会社 Integral Geomety Instruments　代表取締役
千葉工業大学

2013
要素技術
機器開発

2012
機器開発

重
点
開
発
領
域

グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
領
域

2013年度
採択課題

リチウムイオン蓄電池の性能は年々向上しており、ポータブルデバイスや電気自動
車の普及を後押ししているが、同時に毎年数多くの爆破事故が報道されており、安
全管理をこれまで以上に精密にする必要がでてきました。
ピコテスラの超微弱な磁気を検出することができるセンサで、蓄電池周辺の磁場を測定しま
す。このデータを使って、独自に導出した“蓄電池内の電流と蓄電池外の磁場を結び付ける
方程式”を厳密に解き、映像をつくりだします。この技術により、電池の中の電流が透かして
見えるようになり、蓄電池内の病気の部分、異常個所を壊さずに把握することができます。

電池の中の電流を透かして映像にする世界初の理論と技術
世界中の超高性能電池の健康診断を実施する

技術

夢

ニーズ

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
ウム二次電池内の異常発電箇所をパッケージ越しに非破
壊画像診断し、性能劣化の少ない高性能蓄電池開発の促
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。

開発概要

要素技術

(a)装置写真(電流経路映像化システム)
(b) and (c) 蓄電内電流。蓄電池内に流す電流の周波数を調整し、蓄電池内の電極
による交流磁場の遮蔽を利用し、深さ方向の情報を得る。

ba c

世界中に高性能の蓄電池が普及し、自然エネルギーが有効に活用される日が一日でも
早く到来するためにも、高性能蓄電池の安全性をチェックするのに不可欠な、“健康
診断”の役割を果たす先端計測技術を創り、広めていきたいと考えています。
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チームリーダー

チームリーダー

サブリーダー

サブリーダー

参画機関

参画機関

太陽電池伝導キャリア分光システムの開発

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

宇治原　徹　名古屋大学　大学院工学研究科　教授

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　主席研究員

竹内　幸雄　株式会社VIC インターナショナル　代表取締役

長峰　勝　株式会社長峰製作所　相談役

MBS ジャパン株式会社

群馬大学／京都大学／トヨタ自動車株式会社

2013年度
採択課題

2012年度
採択課題

自然エネルギーを効率的に利用するために、高性能で安全な蓄電池が必要です。蓄
電池を開発するために、動作中の蓄電池内部を観察する技術が求められています。ニーズ

技術

夢

高エネルギー・マイクロビームＸ線を用いて蓄電池内部を探り、計測した散乱Ｘ線
を解析することにより、動作中の蓄電池内部の挙動を観察します。

高効率太陽電池を実現するためには、伝導帯バンド構造の制御や欠陥準位の制御が
とても重要ですが、それらを直接測定する手法がこれまでありませんでした。

新しい光電子分光技術により、これまで測定できなかった半導体の伝導帯のような
非占有バンド構造を、ラボレベルで即座に測定することができます。

新時代の超高効率太陽電池の開発に必須の装置となるはずです。また、将来的に
は、様々な新物質の電子構造解明に寄与する装置です。

大型蓄電池を動作下で観察し、内部の反応分布を迅速に可視化する装置を開発する
ことで、蓄電池研究開発の課題解決に貢献することを目指します。

測定の難しかった電子構造（伝導帯構造）が
「あっという間」に（数分から数十分で）取得できる！

物質透過能の高いＸ線を用いて、動作中の蓄電池内部を可視化する！

技術

夢

ニーズ

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する。
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う。

開発概要

“Third Generation(第三世代)”太陽電池においてはバン
ド構造とキャリアエネルギーの制御が鍵となっている。こ
れらにおいては「電子が光励起されるか」だけではなく、「励
起された電子がどのようなバンドに存在し、どのようなエ
ネルギーを持つか」までを綿密に制御する必要がある。し
かし、世界トップレベルの第三世代太陽電池研究者でも、
これらの直接観察には手こずっている。本開発グループで
は、伝導帯のバンド構造と、そこを伝導する電子のエネル
ギー分光を行う「伝導キャリア分光システム」を世界初で
開発し、超高効率太陽電池の実現に貢献する。

開発概要

機器開発

機器開発

ネガティブ電子親和性を用いた
新しい角度分解型光電子分光装置

（測定例）GaAs伝導帯Γ点付近のバンド構造

電
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本研究で開発した新しい光電子分光装置と測定例（GaAsの伝導帯）

放電中のコイン電池の計測例
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チームリーダー
サブリーダー
参画機関

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　
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2012年度
採択課題

多結晶シリコン太陽電池中の鉄不純物は、太陽電池の発電効率に悪影響を及ぼすた
め、その挙動の理解が求められています。

γ線集光技術と電子計測マッピング技術を用いて、太陽電池製造の各工程において
“顕微”メスバウア分光を行い、シリコン微細組織中での鉄原子の格子位置や荷電
状態を明らかにします。

シリコン中での鉄不純物に対する原子スケールの“目”を実現し、効果的な鉄不純
物の除去法を見つけ、太陽電池の発電効率の向上に寄与したいと考えています。

顕微メスバウア分光装置を開発し、原子スケールの材料評価に挑戦！

技術

夢

ニーズ

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。

開発概要

機器開発

顕微メスバウア分光装置により、多結晶シリコン太陽電池中の
鉄不純物の分布を、結晶粒界分布と合わせて評価。

顕微メスバウア分光装置
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開発成果機器一覧

製品名 企業名

糖鎖前処理分析装置 システム・インスツルメンツ株式会社

放射能分析用玄米認証標準物質（粒状） 公益社団法人日本分析化学会

食品放射能検査システム（NMU2） 富士電機株式会社

食品放射能検査装置　FOODSEYE 株式会社島津製作所

スマートベクレルカウンター 新日本電工株式会社

ガンマカメラ（放射線測定装置） 日立アロカメディカル株式会社

ASTROCAM　7000HS 三菱重工業株式会社

細胞内温度分布イメージング用の蛍光プローブ
「Diffusive Thermoprobe」 フナコシ株式会社

EMS粘度計 京都電子工業株式会社

多共焦点ラマン顕微鏡　Phalanx-R 株式会社東京インスツルメンツ

容易に携帯可能なガンマ線撮像用
「コンプトンカメラ」 株式会社浜松ホトニクス

酸性オルガネライメージング用pHプローブ
「AcidiFluor ORANGETM」 五稜化学株式会社

赤色カルシウムプローブ
「CaTM-2TM/ CaTM-2TM AM」 五稜化学株式会社

高分解能走査型プローブ顕微鏡
SPM-8000FM 株式会社島津製作所

放射能分析用牛肉認証標準物質
（フレーク状、低濃度） 公益社団法人日本分析化学会

超臨界流体抽出/
超臨界流体クロマトグラフシステムNexera UC 株式会社島津製作所

放射能分析用魚類認証標準物質 公益社団法人日本分析化学会

エアロゾル複合分析計 富士電機株式会社

高速度ビデオカメラ
「Hyper Vision HPV-X2」 株式会社島津製作所

波長可変レーザλーMaster 1040 スペクトラ・クエスト・ラボ
株式会社

エリプソ式膜厚測定装置
RE-3100/3300シリーズ

株式会社SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

製品名 企業名

多機能ナノチューブプローブ 株式会社ユニソク

研究用倒立顕微鏡　Eclipse Ti 株式会社ニコンインステック

ポータブル全反射蛍光X線分析装置　
OURSTEX200TX 株式会社アワーズテック

アスベスト検出試薬　アスベスターシリーズ 有限会社シリコンバイオ

生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡 株式会社トプコン

糖鎖精製キットBlotGlyco® 株式会社住友ベークライト

飛行時間型二次イオン質量分析装置　
FIB-TOF-SIMS 株式会社トヤマ

コンパクト・高感度　飛行時間型質量分析計
LICA-MS350、LICA-MS400　 株式会社トヤマ

高感度生物発光測定装置　CL24、CL96 株式会社中立電機

サーマルサイクラー　GeneAtlasHS02 株式会社アステック

可搬型汎用全自動マイクロ免疫分析装置　
μELISA　IMT-501 マイクロ化学技研株式会社

3次元前眼部OCT CASIAシリーズ 株式会社トーメーコーポレーション

イメージング質量顕微鏡　iMScope 株式会社島津製作所

固体NMR用MASプローブ 株式会社JEOL RESONANCE

イオン液体塩橋搭載pH電極 PureIL 株式会社堀場製作所

世界最速SNP診断装置 バイオテック株式会社

2次元電気泳動装置 Auto2D シャープ株式会社

非破壊微生物活性計測装置 Antares R けいはんな文化学術協会　
微生物計測システム研究所

多人数教育用モバイルSEM 新日本電工株式会社

裸眼3D液晶モニタ（FDF2301-3D) 株式会社ナナオ

リアルタイムステレオSEM（SU3500形） 株式会社日立ハイテクノロジーズ

先端計測分析技術・機器開発プログラムでは、実用的に利用できる成果を輩出し
ています。実用化した成果は、最先端の研究開発に活用することができ、一部は
製品として購入することができます。詳しくは、JST先端計測ホームページ「開
発成果DB（データベース） https://sentan-db.jst.go.jp/ 」をご覧ください。
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氏名 フリガナ 開発課題名 職務 ページ

あ 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 17

池滝　慶記 イケタキ　ヨシノリ 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 チームリーダー 10

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 17

市川　昌和 イチカワ　マサカズ 総合評価会長 4

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 19

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 25

尾形　仁士 オガタ　ヒトシ 開発総括 5

小野　幸子 オノ　サチコ 開発総括 5

か 加藤　隆二 カトウ　リュウジ 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 サブリーダー 15

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 19

河村　賢一 カワムラ　ケンイチ プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発 サブリーダー 11

木地　伸雄 キジ　ノブオ PM2.5中酸性度(pH)と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発 サブリーダー 22

北村　真一 キタムラ　シンイチ 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 サブリーダー 12

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 24

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 24

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 17

熊谷　寛 クマガイ　ヒロシ 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 サブリーダー 10

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 21

河野　祐二 コウノ　ユウジ 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発 サブリーダー 15

古河　弘光 コガ　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 20

巨瀬　勝美 コセ　カツミ 超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発 サブリーダー 16

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 19

さ 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 18

酒井　啓司 サカイ　ケイジ マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 チームリーダー 10

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 25

櫻井　竜也 サクライ　リュウヤ 量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 サブリーダー 9

佐藤　祐一 サトウ　ユウイチ 領域総括
（グリーンイノベーション領域） 5

里見　秀人 サトミ　ヒデト マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 サブリーダー 10

澤田　嗣朗 サワダ　ツグオ 開発総括 5

澤田　誠 サワダ　マコト LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 チームリーダー 14

柴田　直哉 シバタ　ナオヤ 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発 チームリーダー 15

た 高橋　幸生 タカハシ　ユキオ 暗視野X線タイコグラフィ法の開発 チームリーダー 12

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 25

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 20

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 19

田中　耕一 タナカ　コウイチ 開発顧問 4

田中　茂 タナカ　シゲル PM2.5中酸性度(pH)と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発 チームリーダー 22

角山　浩三 ツノヤマ　コウゾウ 開発総括 5

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 17

な 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 18

永井　秀典 ナガイ　ヒデノリ 環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 サブリーダー 23

中川　達央 ナカガワ　タツオ 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 チームリーダー 15

氏名索引
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氏名 フリガナ 開発課題名 職務 ページ

な 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 25

中村　新治 ナカムラ　シンジ 超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 サブリーダー 11

西谷　智博 ニシタニ　トモヒロ 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 チームリーダー 12

西本　清一 ニシモト　セイイチ 開発総括 5

は 拝師　智之 ハイシ　トモユキ 超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発 チームリーダー 16

長谷川　和雄 ハセガワ　カズオ CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 チームリーダー 16

波多　聰 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 20

秦野　歳久 ハタノ　トシヒサ 排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 サブリーダー 23

花岡　健二郎 ハナオカ　ケンジロウ 新規近赤外蛍光団の開発と実用的蛍光プローブの創製 チームリーダー 8

林　司 ハヤシ　ツカサ 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 サブリーダー 13

林　善夫 ハヤシ　ヨシオ 開発主監 4

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 20

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 26

久武　信太郎 ヒサタケ　シンタロウ 非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 チームリーダー 9

平井　昭司 ヒライ　ショウジ 領域総括
（放射線計測領域） 5

福井　久智 フクイ　ヒサトモ 排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 チームリーダー 23

福澤　隆 フクザワ　タカシ 環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 チームリーダー 23

伏見　譲 フシミ　ユズル 開発総括 5

藤原　敏道 フジワラ　トシミチ 超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 チームリーダー 11

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システムの実用化開発 チームリーダー 11

ま 松尾　二郎 マツオ　ジロウ クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発 チームリーダー 13

松尾　由賀利 マツオ　ユカリ 開発総括 5

宮地　邦男 ミヤジ　クニオ 非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 サブリーダー 9

宮山　卓也 ミヤヤマ　タクヤ クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発 サブリーダー 13

百生　敦 モモセ　アツシ 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 21

森田　清三 モリタ　セイゾウ 開発総括 5

や 保川　清 ヤスカワ　キヨシ 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 チームリーダー 13

山田　和彦 ヤマダ　カズヒコ 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 チームリーダー 14

幸村　裕治 ユキムラ　ユウジ LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 サブリーダー 14

吉井　淳治 ヨシイ　ジュンジ 開発総括 5

吉田　豊 ヨシダ　ユタカ 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 26

わ 渡邊　幸志 ワタナベ　ヒデユキ 量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 チームリーダー 9
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機関索引
機関名 開発課題名 ページ

あ アークレイ株式会社 非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 9
青山学院大学 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 12
アトー株式会社 微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 17
株式会社アプコ 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 26
アルバック・ファイ株式会社 クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発 13
株式会社インターアクション PM2.5中酸性度(pH)と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発 22
株式会社Integral  Geomety  Instruments 電池用-高分解能電流経路映像化システムの開発 24
宇宙航空研究開発機構 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
NTTアドバンステクノロジ株式会社 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 10
株式会社エム・アール・テクノロジー 超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発 16
株式会社M. T. C 磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 17
MBS ジャパン株式会社 太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 25
大阪大学 非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 9
大阪大学 超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 11
大阪大学 暗視野X線タイコグラフィ法の開発 12
大阪大学 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 15
大阪大学 原子分解能の元素・状態分析用 X線STM開発 18
大阪大学 マルチモーダル発光イメージングシステムの開発 18
大阪大学 深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 19
大阪大学 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 20
大阪府立母子保健総合医療センター 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発　 13
オリンパス株式会社 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 10

か 株式会社カイノス 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 13
鹿児島大学 CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 16
鹿島建設株式会社 排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 23
関西学院大学 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 13
北里大学 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 10
九州計測器株式会社 小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発 19
九州大学 小型・安価・普及型高分子膜厚測定装置の開発 19
九州大学 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 20
九州大学 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
株式会社協同インターナショナル プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発 11
京都大学 クラスターイオンを用いる固液界面評価技術の開発 13
京都大学 高感度かつ高精度な転写産物の検出技術の開発 13
京都大学 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
京都大学 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 25
京都電子工業株式会社  マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 10
群馬大学 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 25
慶應義塾大学 量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 9
慶應義塾大学 PM2.5中酸性度(pH)と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術の開発 22
公益財団法人高輝度光科学研究センター 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 25
高知大学 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
神戸大学 電池用-高分解能電流経路映像化システムの開発 24
株式会社ゴーフォトン 環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 23

さ 産業技術総合研究所 量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 9
産業技術総合研究所 微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 17
産業技術総合研究所 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
産業技術総合研究所 環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 23
シンクランド株式会社 非同期計測による高周波電界の空間分布可視化技術の開発 9
昭和オプトロニクス株式会社 量子センシング方式を用いたポータブルNMR装置の開発 9
株式会社システムインフロンティア  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 20
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機関名 開発課題名 ページ

さ 静岡理工科大学 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 26
株式会社JEOL RESONANCE 超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 11

た 大陽日酸株式会社 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
千葉工業大学 電池用-高分解能電流経路映像化システムの開発 24
筑波大学 汎用・普及型超解像顕微鏡の開発 10
筑波大学 超高速シミュレータを搭載したユニバーサルMRIプラットフォームの開発 16
筑波大学  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 20
テセラ・テクノロジー株式会社 磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 17
東亞合成株式会社 LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 14
株式会社東京インスツルメンツ プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発 11
東京大学 新規近赤外蛍光団の開発と実用的蛍光プローブの創製 8
東京大学 マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 10
東京大学 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
東京大学 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発 15
東京大学 CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 16
東京大学 微弱発光標準光源開発による発光蛍光計測定量化 17
東京理科大学 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 12
東北大学 磁気MEMSを利用した微小振動計測システムの開発 17
東北大学 位相敏感高感度X線非破壊検査機器の開発 21
トヨタ自動車株式会社 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 25

な 名古屋大学 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 12
名古屋大学 LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 14
名古屋大学 CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 16
名古屋大学 太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 25
ナノフォトン株式会社 深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 19
株式会社長峰製作所 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 25
日本ペイントホールディングス株式会社 マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 10
日本電子株式会社 高速1ショット観測を実現するフォトカソード電子源の開発 12
日本電子株式会社 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発 15
日本大学 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 15
日本原子力研究開発機構 排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 23
日本金属化学株式会社 排水全量の放射能モニタリング装置の実用化開発 23
日本板硝子株式会社 環境中病原性微生物の迅速定量装置の実用化開発 23

は 株式会社日立ハイテクサイエンス 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
株式会社日立ハイテクノロジーズ 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
福井大学 超高感度スピン相関高分解能NMR装置の開発 11
物質・材料研究機構 超伝導検出器を用いた分析電子顕微鏡の開発 20
株式会社VIC インターナショナル 太陽電池伝導キャリア分光システムの開発 25

ま 明星電気株式会社 CO2大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 16
名城大学 LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 14
名城大学 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 15

や 山形大学 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
株式会社ユニソク 革新的過渡吸収測定手法RIPT法の開発 15

ら 株式会社リコー マイクロ秒分解能・液体界面現象モニターの開発 10
理化学研究所 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
理化学研究所 深紫外プラズモニック・ナノ分析顕微鏡の開発 19
株式会社リガク 位相敏感高感度X線非破壊検査機器の開発 21
株式会社ルシール LC-MS対応質量分析イメージング前処理装置の開発 14

わ 早稲田大学 プラズモンセンサを用いた埋もれた界面計測システムの実用化開発 11
早稲田大学 全原子を測定対象とする次世代型NMR装置の開発 14
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JST先端計測分析技術・機器開発プログラム 開発成果のご紹介

◦  JSTでは基礎研究から産学連携制度他、多様な研究開発制度を実施しており、これまでに多くの
研究開発成果が実用化されています。

◦  そのうち、研究開発基盤(研究開発プラットフォーム)の構築・発展を目指したJST先端計測分析
技術・機器開発プログラムでは、多くの研究開発ツールが実用化されています。

◦  研究開発を推進するにあたり、新たに検討される研究開発ツールがございましたらご参照いただけ
れば幸いです。

JST 産学連携展開部 先端計測グループ
URL:http://www.jst.go.jp/sentan/

実用化された研究開発ツールを検索できます。



「PictuAR（ピクチュアル）」、「PictuAR」ロゴは、NTTコムウェア株式会社の登録商標です。
アプリのダウンロードや動画の再生には別途パケット通信料がかかります。
一部端末ではご利用いただけない場合があります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
　http://www.nttcom.co.jp/ar-saas/system.html
ARとは、Augmented Reality(拡張現実)の略です。

 マークの付いている図は、動画再生時に
音が流れます。

＜動画組込場所＞

本冊子では、P.8 ～ P.26の各開発課
題の図を、「PictuAR」アプリで撮影
することにより、更に詳しい情報を
得ることができます。

（例）

お問い合わせ先
国立研究開発法人

科学技術振興機構
産業連携展開部 　先端計測グループ

〒102-0076　東京都千代田区五番町7 K’s五番町（東京本部別館）
TEL : 03-3512-3529　E-mail : sentan@jst.go.jp

この冊子にはAR（拡張現実）が組み込まれており、
スマートフォンから、紙面上で動画を見ることができます。

スマートフォンにARアプリ「PictuAR]（無料）をインストール（※1）

して、「PictuAR」を起動します。Step.1

Step.2 「撮影画面」ボタンをタップし、冊子の<動画組込場所>を
撮影します。

Step.3 ARが組み込まれた箇所にスタートボタン（

△

）が現れます。
タップするとスマートフォン上で動画が再生されます。

視聴方法

PictuAR　起動

Step.1
カシャ！

Step.2
動き出す

Step.3

※1. 「ピクチュアル」と検索、
　もしくは、QRコードから
　ダウンロードサイトへ
　アクセスできます。

Android用 iOS用
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