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先端計測分析技術・機器開発事業

成果発表会2009
イノベーション創出の基盤となる計測機器の最前線

 開催趣旨

最先端の研究やものづくり現場で利用される計測分析技術・機器

の開発を目指してスタートしたJST「先端計測分析技術・機器開発

事業」は、事業発足から6年度目を迎え、これまで製品化につなが

るような優れた成果が輩出されつつあります。本成果発表会では、

その中から12課題を厳選しご紹介します。

2009年 9月

独立行政法人科学技術振興機構
イノベーション推進本部
先端計測技術推進部
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プログラム

顕微質量分析装置（商品名 質量顕微鏡）の
実証実用化について

壊れやすい超伝導現象で見る
二原子分子からタンパク質分子

スピン偏極電子ビームによる薄膜形成時の
表面磁区構造の動画像観察

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

二酸化炭素モニタリング用
超小型計測装置

新世代の走査型
プローブ顕微鏡システム

生体分子3次元高分解能動態
解析装置の開発

休　　憩

非標識ハイスループット
相互作用解析装置の開発

X線の位相で観る

浮遊技術による超高温熱物性
計測システムの開発

同位体顕微鏡を実現する
革新的二次元検出器の開発

単一微粒子の履歴解析装置

閉　　会

（独）科学技術振興機構　先端計測分析技術・機器開発事業　開発総括

澤田　嗣郎

浜松医科大学分子イメージング先端研究センター　教授

瀬藤　光利

（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

大久保　雅隆

名古屋大学大学院理学研究科　名誉教授

中西　彊

矢崎総業（株）技術研究所センシング技術研究部　部長

植松　彰一

（株）島津製作所 分析計測事業部　プロダクトマネージャー

粉川　良平

オリンパス（株）精密技術開発本部　課長

伊東　修一

東京工業大学大学院理工学研究科　助教

遠藤　達郎

広島大学大学院先端物質科学研究科　教授

黒田　章夫

東京大学大学院新領域創成科学研究科　准教授

百生　敦

東北大学多元物質科学研究所　教授

福山　博之

北海道大学大学院理学研究院　教授

圦本　尚義

工学院大学工学部　准教授

坂本　哲夫
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　ヒトを含んだ多様な生物を構成する部品である分子について多くの情報がもたらされた現在，次の課題はそれら分子の
生体システムにおける配置図すなわち分布を知ることである。その要望に応えうる装置として、我々は平成 16 年度から
20 年度にかけて先端計測分析技術・機器開発事業「機器開発プログラム」で顕微質量分析装置の開発を行ってきた。
　顕微質量分析装置の原理は、顕微鏡下の生物試料に対しレーザーを二次元走査照射し、イオン化された物質を吸
引して高感度質量分析装置で測定を行い質量スペクトルから画像を再構成するというものである。また多段階質量分
析を用いた物質同定も可能である。我々のグループが作製したプロトタイプ機（図 1）は以下のような特長をもつ。

1）　イオン化部を大気圧にすることで、生体組織を生のままで観察することが可能である。
2）　マルチターンTOFを用いて高い質量分解能をもつ。
3）　デジタルイオントラップを用いて高精度のイオン排出制御を可能にした。
4）　レーザー径を細く絞ることでをピクセルサイズ 5μm 以下を達成した。

　質量顕微鏡法をもちいることで一度に数千から数万の分子の量的・位置的な挙動を、ターゲットを絞らずにモニター
できる。現在までにこれらの手法を用いることによりマウス脳組織切片上においてホスファチジルコリンなどの脂質を分
布可視化することに成功した。
　本発表では、この顕微質量分析装置の有用性を今後実証し、実用化していくにあたっての課題とそれに対する我々
の取り組みについて発表議論する。

浜松医科大学分子イメージング先端研究センター　教授　瀬藤 光利

顕微質量分析装置（商品名 質量顕微鏡）の
実証実用化について

図1　質量顕微鏡プロトタイプ機の概念図と外観

図2　質量顕微鏡を用いたマウス小脳のイメージング

光学顕微鏡 MS imaging m/z737 m/z769.5
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　質量分析は、基礎化学からバイオテクノロジーといった幅広い分野の基幹分析技術の1つとして広く使われている。
しかしながら、 （1）“タンパク質複合体といった巨大な分子に対して検出感度が極めて低い"といった分子検出器の性
能に起因する技術的な限界と、（2）“質量 / 電荷比（m/z）に応じてイオンを分離分析するため同じm/z をもつ異なる
イオンは分離できない"、（3）“異なる中性分子は分析できない"という原理的限界があった。原理的な限界は、電磁
場を用いてイオンを分離分析する方法を用いる限り越えることが出来ない壁である。技術的、原理的限界を突破する
新しい計測ハードウェア開発は、既存計測技術の単なる延長ではない先端計測技術開発である。
　前述の技術的限界と原理的限界の突破を可能とする超伝導粒子検出器を開発した。超伝導状態は、数 meVと
いった非常に小さなエネルギーにより容易に壊される。この特徴を活かすと、検出器表面に高分子が付着するような衝
突イベントであっても、100% の検出効率を達成できる。また、超伝導状態が壊されたときに生成される励起状態の電
子の量を測定すれば、検出器に衝突したときに分子がもっていた運動エネルギーを測定することができる。超伝導分
子検出技術は、4K 以下で動作する超伝導検出器、粒子を透過させ赤外線は反射する特殊フィルター、液体ヘリウム
の供給を必要としない0.3K 冷凍器、時間とエネルギーの多次元デジタル処理からなる。既存質量分析では不可能な
性能を実現した： （1） “1 MDa 以上まで100%の検出性能 "（巨大分子高感度検出）、（2） “z 値の測定によるm 値
の直接決定 "（m/z 分析ではない真の質量分析）、（3） “イオンに加えて中性分子を分析 "（中性フラグメント直接質
量分析）。
　これらの性能によって可能になった分析例のいくつかについて述べる。身近な分子ではあるが誰も測定することがで
きなかった、窒素分子の 2 価イオン（14N2

2+）を同じm/z 値（=14）の窒素原子の 1 価イオン（14N+）と分離分析するこ
とに成功した。この真の質量分析の性能を活用して、抗体医療等で注目されている巨大な生体分子である免疫グロブ
リン試料中に存在する半分子（m/z=73 kDa）等のフラグメントの同定を可能にした。

（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　大久保 雅隆

壊れやすい超伝導現象で見る二原子分子から
タンパク質分子

超伝導分子検出器と信号処理系の外観
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　電子はスピンを持つのでその自転の向きの自由度に対応して右巻き電子と左巻き電子の2 種類に分類される。この
比率を人工的に制御できるスピン偏極電子ビーム源の性能を画期的に向上させ、表面電子顕微鏡（LEEM）と組み合
わせた結果、磁性体を構成する電子のもたらすスピン効果である表面磁区構造の時間的変化を10 画像 / 秒以上のス
ピードで動画撮影できる表面観察装置として機能させることに世界に先駆けて成功した。
　我々は円偏光レーザーで照射するGaAs 系半導体から光励起偏極機構と負の電子親和性（NEA）表面放出機構を
用いてスピン偏極電子ビームを生成しているが、図 1に示すような透過光吸収フォトカソードを名大（工）・竹田研で試
作した結果、市販のスピン偏極電子源と比較して、1000 倍以上の高輝度化（≥107A/（sr･m2･V））、3 倍以上の高偏
極度化（≥90%）を達成することができた。図2はこのフォトカソードを装着した20keV偏極電子銃装置の構成図である。

 

　スピン偏極電子ビームをLEEM 表面顕微鏡に用いると表面磁性の観測が可能となる。例えば、非磁性体のタング
ステンW（110）基板上に蒸着した磁性体のコバルトCoの電子スピン（S→m）の向きを示す磁区構造を、電子ビームス
ピン（S→b）との間に働くスピン・スピン（S→m・S→b）相互作用を利用することにより、図 3のようなモザイク模様として観
察できる。蒸着中のコバルト最表面層の磁区構造変化をリアルタイムで観察することは、従来型の偏極電子源では不
可能であったが、新型偏極電子源の高輝度と高スピン偏極度は「短い撮影時間で高いコントラスト（S/N）を実現する」
のに充分な威力を発揮した。視野径を6μmに拡大した図 3の右端の画像が示すように、1 画像あたりの撮影時間を
0.1 秒にしてもなお鮮明な磁区構造が見えており、10コマ/ 秒の動画観察が世界に先駆けて可能となった。

　このスピンLEEM 顕微鏡による表面磁区構造の動的観察手法は、表面磁性の基礎研究や磁気エレクトロニクス素
子開発に有力な手段を新提供できる可能性がある。このスピン偏極電子源はスピン逆光電子分光にも有用であること
は明らかである。さらに、このNEA 表面放出機構を用いる電子源は、スピン偏極のみならずエネルギー分解能や可干
渉性においても既存の電子源より優れている可能性があり、例えば TEMなど別のタイプの電子顕微鏡への応用など、
未開拓の電子顕微鏡技術の開発に向けて、有用な要素技術としての威力を発揮することが期待される。

名古屋大学大学院理学研究科　名誉教授　中西 彊

スピン偏極電子ビームによる薄膜形成時の
表面磁区構造の動画像観察

図1　透過光吸収フォトカソードスピン偏極電子源

図3　タングステン基板上に蒸着したコバルトCo薄膜の磁区構造の変化を動画像撮影した例（大阪電通大・越川研での実験）

図2　新型20keVスピン偏極電子銃
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矢崎総業（株）技術研究所センシング技術研究部　部長　植松 彰一

二酸化炭素モニタリング用超小型計測装置

　センシング部分には、光学式の非分散型赤外光吸収式二酸化炭素センサを開発中である。この二酸化炭素セン
サ、データ送信機、標準ガスを気球に搭載し、これまでに4 回、実際に放球して大気中の二酸化炭素濃度の高度分
布を計測した（図 1）。放球試験で得られた高度分布計測結果を図 2に示す。現状の二酸化炭素ゾンデ試作品では、
大気中二酸化炭素濃度の高度分布を、高度分解能 250m、精度 5ppm 程度で測定することができた。

　二酸化炭素ゾンデでは、精度 1ppm（高度分解能 250m）が必要であり、本課題の終了予定である2011 年 3月に
向けて、二酸化炭素モニタリング装置の更なる高精度化を目指していく。今後は、二酸化炭素センサの改良、補正方
法の検討、二酸化炭素ゾンデ構成の検討、気球搭載による実証試験を進めていく。また、高精度二酸化炭素センサ
を用いて環境教育用二酸化炭素計を開発し、各地の学校に設置することによって、二酸化炭素の地域分布マップを
描く環境教育ネットワークの構築を進める予定である。

2. 開発の状況

3. 今後の展開

　温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）の大気中濃度は、地球温暖化のメカニズムを解明する上で、その高度分布
を地球規模の広範囲で測定することが求められている。二酸化炭素計測装置を気球に搭載した二酸化炭素ゾンデは、
詳細な高度分布を、GOSAT（温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」）では測定できない雲の中でも計測することがで
きるため、二酸化炭素ゾンデを各地で打ち上げることにより、地球規模での計測が可能となる。これらの計測を可能に
するために気球に搭載可能な、高精度、安価、超小型の二酸化炭素モニタリング用計測装置を開発することを目的と
した。開発品の二酸化炭素ゾンデにより、国際的な観測態勢が構築され、気象変化予測や温暖化防止活動に貢献で
きると考えられる。

1. 開発の背景

図2　放球試験で得た二酸化炭素（CO2）濃度の高度分
布（2009年3月26日14：00　茨城県守谷市で放球）

図 1　二酸化炭素ゾンデ試作品
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（株）島津製作所 分析計測事業部　プロダクトマネージャー　粉川 良平

新世代の走査型プローブ顕微鏡システム

本プロジェクトの主な開発要素と得られた成果を以下に示す。
①高感度・広帯域なカンチレバー変位検出系の開発 検出限界 7 fm/ √‾Hz
②高安定自励発振回路・高感度周波数復調器の開発 検出感度 0.01Hz/ √‾Hz
③高剛性・ドリフトフリーなAFMの開発 熱ドリフト量 1nm/ 分以下
④精密環境制御チャンバーの開発 装置温度安定性±0.2℃以内

現在、それぞれの要素技術を組み込んだSPMシステムを試作し（図 1）、性能の検証を進めている。
応用例の一つとして二酸化チタン触媒の大気圧下での表面電荷移動の計測例を図 2に示す。

　新世代の走査型プローブ顕微鏡システムは、ナノテクノロジー関連の広範な研究分野において有効な装置として
多方面で使用される。特に、真空を要しない機能・性能によって、これまでは試料適応性、操作性、装置価格、設
置スペースなどの観点から導入をためらわれていた応用分野においても普及が見込まれる。本開発事業は、我が国
を発祥とするナノ計測分析の標準手法の確立を目指すものであり、二年後の製品化を予定している。

2. 開発の成果

3. 今後の展開

　走査型プローブ顕微鏡（SPM：Scanning Probe Microscope）は、真空不要で試料をそのまま観察できる超高
分解能顕微鏡として発展してきた。現在、市販品の装置では、カンチレバーを静的に走査するコンタクトモードと、カン
チレバーを振動させながら走査するダイナミックモードが多用されている。さらに、超高真空中ではカンチレバーの振動
変化を周波数変調（FM）法で検出し、いわゆる非接触原子間力顕微鏡（NC-AFM：ノンコンタクトAFM）として動作
させることで、原子・分子レベルでの観察が可能となっている。しかし、大気中・液中では共振の鋭さを表わすQ 値が
上がらないことから、分解能や安定性に不足があるのが現状である。

1. はじめに

図1　試作した走査型プローブ顕微鏡
システム

図2　窒素ガス環境におけるTiO2 上のPt粒子の高分解能観察と表面電荷分布
高分解能観察像（左）でPt粒子が確認され、表面電荷像（右）ではPt粒子
および近傍の電荷移動が計測される。
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　従来、光学式顕微鏡や、電子顕微鏡では、液中にある
分子 1 個 1 個の、「動きを直接観察する」ことは困難であっ
た。光学顕微鏡では、分解能不足であり、電子顕微鏡で
は、水中でのリアルタイム観察はむずかしい。それを可能
とする生体分子動画観察装置（高速 AFM）を開発した（図
1）。最高描画速度 40fps（フレーム/ 秒）、最大走査範囲
2μmの性能である。
　従来にない高速描画を実現するために、本装置専用の
高速・低バネ定数カンチレバー（水中共振周波数：0.9〜
1.75MHz、バネ定数：125〜263 pN/nm）、高速スキャナー

（共振周波数：500kHz以上）、高速制御技術を開発した。
　さらに、高分解能観察を可能にするため、上記カンチレ
バーに取 付ける、EBD（Electron- Beam-Deposition）
探針：先端曲率半径 4.1nm、CNF（Carbon Nano Fiber）探針：先端曲率半径 8nmを開発した。
　また、分子同士の反応をなるべく阻害せずに観察するため、水中で分子を半固定する試料固定基板、装置校正用
の標準試料の開発を行っている。本装置のプロトタイプは20 年度に完成した。現在、参画機関において、実際の試
料に対して有効性および装置自体の操作性について評価中である。

①生命科学分野：生体分子の機能は、ダイナミックな
構造変化や、他分子との相互作用から引き出される。
従って、機能している個々の生体分子の動的プロセス
をナノメータの解像度で直接可視化することが、その
機能解明のために、最も直接的なアプローチである。
図 2は、その1 例である。
②化学分野：本装置によって、高分子鎖 1 本 1 本の
動態を直接観測することが可能となり、推論や仮定な
しに、分子構造と物性およびその動態の関係を明確
に理解できる可能性がある。

　AFM 観察試料として一般的であった工業用試料に比べて、生体分子は柔らかく壊れやすい。より多くの種類の分子
を壊さずに高速観察することが今後の課題である。

1. 背景と本開発の特徴

2. 最先端研究への貢献

3. 今後の課題

オリンパス（株）精密技術開発本部　課長　伊東 修一

生体分子3次元高分解能動態解析装置の開発

図1　本装置プロトタイプ

図2　脂質のベシクル・ナノチューブから2重層膜が形成される過程。
小さいパッチ状の二重層膜の他に直径20nmのナノチューブも形成さ
れる。時間とともにチューブの濃度が増大し、かなり高密度になると瞬
時に二重層膜に展開される。画像中の数字はフレーム番号。走査範
囲800nm、フレームレート1s/frame（1fps）。
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　医療や創薬において、多検体を網羅的、ハイスループット、高感度かつ非標識にて解析可能なバイオチップおよび
解析装置の開発が期待されている。しかし、従来のDNA・プロテインチップでは、検出・解析に長い時間を要し、蛍
光分子などの特定標識剤を必要とする、などの課題がある。そこで我々は、大阪大学、武蔵エンジニアリング、東京工
業大学、田中貴金属工業、バイオデバイステクノロジーとの産学連携による開発チームを形成し、貴金属ナノ構造体
より発現される光学現象である局在表面プラズモン共鳴（Localized surface plasmon resonance： LSPR）を検
出原理として利用したバイオチップおよび小型・省スペースの非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発を行っ
ている。LSPRを生体分子相互作用解析に利用することで、簡易な光学系での測定が可能となり、より多くの検体を
一枚のチップ上で解析可能となると期待できる。
　開発したハイスループット相互作用解析装置およびバイオチップ外観写真を図 1に示す。本相互作用解析装置は試
料溶液滴下、LSPR 相互作用解析などの一連の操作を本装置内で実現することが可能であり、これまでに試作機は
滴下量 77nLに対してCV 値 5.7%、滴下量 103nLに対してCV 値 6.8%の安定した試料溶液滴下能を実現している。
また、滴下速度高速化の確認として、1 試料を500スポットにわずが415 秒での連続滴下を達成している。そして、制
御ソフトウェアを構築することによって試料溶液滴下から相互作用解析までの一連の過程を一括に制御することを可能
とし、ユーザーフレンドリーな自動化ソフトウェアの基礎を確立することができた。本装置は従来の解析装置に比べ、解
析に要する時間を大幅に削減することが可能となるほか、さらなる小型を実現可能であり、安価、省スペースの装置を
提供することが可能である。
　また、LSPR 励起可能なバイオチップを構築するために本開発プロジェクトでは、貴金属ナノ粒子とは異なるコア・
シェル型構造を有するバイオチップを設計・試作した。本バイオチップは誘電体ナノ粒子層の上下へ貴金属層を堆積
させた構造を有することから、高効率にLSPR 励起が可能となり、高感度に相互作用解析が可能である。なお、本バ
イオチップより良好なLSPR 励起効率を得るためには誘電体ナノ粒子を密に基板上へ集積化させることが重要な要素
技術であり、これまでに高い再現性、良好なLSPR 励起効率を有するバイオチップ作製技術を構築している。
　これら装置・バイオチップの設計・試作には各参画機関の得意とする分野、保有している技術シーズをそれぞれが
連携することによってはじめて実現することが可能であり、本開発プロジェクトの成果として得ることができた。今後は試
作したプロトタイプを応用ユーザーに使用してもらうことにより、装置・バイオチップのさらなる高精度化、簡略化を目指
す予定である。

東京工業大学大学院理工学研究科　助教　遠藤 達郎
▶ チームリーダー：大阪大学大学院工学研究科　教授　民谷 栄一

非標識ハイスループット相互作用解析装置の開発

図1　ハイスループット相互作用解析装置およびバイオチップ外観写真
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　アスベストを含む建材は4000万トンあるとされ、今後これらが使われた古い建物の解体のピークを迎える。その際、アス
ベストの飛散がないかどうかを現場で知る必要があるとされている。現状の大気アスベスト検出の方法としては、大気をサ
ンプリングしたフィルターを透明化し、位相差顕微鏡により観察する方法が用いられている。しかし、アスベスト、非アスベ
スト繊維の判定が難しいことや、光の波長以下の微細アスベストを見逃す危険がある。バイオでアスベスト検出を考えた場
合、抗体の取得ができればいいが、基本的に無機物に対して抗体の取得は難しい。そこで、我々は細胞内タンパク質ライ
ブラリーの中からアスベストに結合するものをスクリーニングする方法を開発した。その結果、DksAと呼ばれるタンパク質
は、アスベストのうち最も多用されたクリソタイル繊維と強く結合する性質があることが分かった。次に我々は遺伝子操作に
よってDksAとGFP（緑色蛍光タンパク質）を融合させたものを作りだし、アスベストを蛍光顕微鏡でとらえる方法（蛍光法）
を開発した（図1）。蛍光法ではアスベスト繊維が暗視野の中で蛍光を放って見えるので、明瞭な像が観察できた。位相差
像と比較したところ、従来見えていないものも観察できたことから、より微細なものが蛍光顕微鏡では見えている可能性が
示された。どの程度微細なアスベストが観察できているかを検討した結果、現在のところ数十ナノメートルのクリソタイル単
繊維が検出できていることがわかっている（図2）。DksAはクリソタイル特異的であることがわかっているので、この方法は
物性と形状両方を確認できる精度の高いアスベスト検出法になる可能性があると考えられた。現在クリソタイル以外のアス
ベスト結合タンパク質の取得も成功しており、蛍光色を使い分けたアスベスト検出法の確立も可能である。これまで電子
顕微鏡でしか見えなかった微細な繊維が、蛍光顕微鏡の「低倍率」で見えることが分かった。実際のアスベスト検査には、
フィルター上の広範囲を見渡す必要性があるため、この「低倍率」というのが非常に重要である。広い視野でも電子顕微
鏡なみの感度と位相差顕微鏡なみの手軽さでアスベストが見えるため、現場での「迅速簡易検出法」として有望である。

広島大学大学院先端物質科学研究科　教授　黒田 章夫

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

図1　バイオによるアスベスト検出の原理

図2　蛍光法と電子顕微鏡法との比較
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　透過力の高いX線は、その発見直後から医学的用途や非破壊検査に広く使われ、現在では欠くことのできないプローブ
となっている。X線透視画像のコントラストは、被写体の吸収係数の違いで形成されるので、比較的重い元素から構成され
る物体が観察しやすい。逆に、軽元素からなる生体軟組織や高分子材料などは、吸収係数が小さいためにX線では観察
が難しく、原理的な限界として長く甘受されてきた。
　X線は光（波）の一種であるので、被写体を透過する際にその位相が変化する。吸収係数が小さい物体であってもかな
り大きな位相シフトが起こるため、これに基づく画像形成を行えば上記の原理的限界点を乗り越えることができる。
　1990年代より様々な方法が実現しており、ガンが無造影で観察できるなど、X線位相撮像法の感度は従来の常識を覆
すものであった。当然医療応用への期待も大きくなった。しかし、ほとんど研究が巨大なシンクロトロン放射光施設で行わ
れており、このため実用化がなかなか進んでいない。
　本開発は、病院で使われているような従来X線源を用いたX線位相撮像装置の実現を目指している。X線透過格子を
用いたX線Talbot-Lau干渉計はこれを初めて実現し得る方式であると考えており、図1（a）に示す構成の撮像装置を開
発した。X線透過格子には高アスペクト比のすだれ構造を形成する必要がある。この開発が本装置の重要な要素であり、
X線リソグラフィと狭所金メッキ技術により製作した。周期5.3µm、パターン高さ30µm、面積10cm角の格子（図1（b））
の試作が成功している。
　本装置を用いれば、図2に示すように軟骨を検出することができる。これに基づき、リウマチ診断装置の開発を進めてい
る。その後、さらに視野を広げて乳がん診断装置の開発へと発展させたい。

東京大学大学院新領域創成科学研究科　准教授　百生 敦

X 線の位相で観る

図1　X線Talbot-Lau干渉計の構成（a）とそれに用いるX線格子（b）

図2　X線Talbot-Lau干渉計で撮影した鶏手羽軟骨部。（a）微分位相像（本手法）、（b）吸収像（従来法）
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本測定システムは、次の要素技術から構成される

最先端研究やものづくり現場でのニーズへの貢献

⃝レーザー周期加熱カロリメトリー法：浮遊液滴上部からレーザー照射を行い、液滴下部からその温度応答を測定し、
温度振幅および位相差から、液滴の定圧モル熱容量（比熱）、熱伝導率、放射率を測定する。磁場を大きくする
と融体内部の流れが抑制され、4T 以上では、溶融シリコンの真の熱伝導率が測定できるようになった。

⃝液滴振動法による表面張力測定：浮遊液滴の固有振動数から表面張力を測定する。酸素ポンプにより、酸素分
圧の制御された雰囲気中で測定を行い、融体表面の酸素の吸着平衡を考慮して、表面張力を温度および酸素
分圧の関数として定量的に評価することができるようになった。

⃝レーザーイメージングによる高精度密度測定：通常のレーザー光では、レーザー光強度がガウス分布をしているた
め、歪んだ試料形状として計測されてしまう。このため、レーザー光強度をガウス分布から、フラットな強度へ変換
し、平行光により、温度や位置によらない高精度液滴形状観察ができるようになった。

⃝数値シミュレーションによる液滴内部の対流の様子の再現および実験手法の評価・検討。

　本測定システムの開発により、容易に高温融体の熱物性測定が可能となれば、下記の産業分野や大学・研究機関にお
いて大きな需要が見込める。

⃝エネルギー産業：原子炉・核融合炉用材料、発電用タービン材料開発
⃝航空宇宙産業：ロケット・航空機用エンジン及び構成部材開発
⃝半導体・素材産業：結晶成長、鋳造、凝固、溶接などのプロセス開発
⃝大学等研究機関：熱工学・材料工学・物性物理学
⃝依頼測定機関・公立の技術センター：各種金属材料の依頼測定、材料開発
本システムにより得られた熱物性値は、（独）産業技術総合研究所（AIST）計測標準研究部門が作成している熱物性

データベースと連携し、熱物性基盤の整備・拡充に貢献したい。

　溶融したシリコンや金属などの高温融体は化学的に活性で容器との反応が避けられない。また、融体は容易に流動する
ため、自然対流やマランゴニ対流が生じ、これが真の熱伝導率測定を困難にしている。さらに、表面張力は、雰囲気の酸
素分圧に大きく影響される。以上の理由から、高温融体の熱物性計測は、極めて困難で、ほとんど整備されていないのが
現状である。
　本開発で提案する熱物性計測システム（右図）
では、これらの課題を克服するため、以下の3つの
技術をコアとする世界初の装置開発を行っている。 
　（1）電磁浮遊法によって、試料融体を浮遊さ

せ、試料の汚染を回避する。 
　（2）静磁場を印加することによって、浮遊する融

体の振動と内部の対流を抑制・制御する。
　（3）酸素ポンプを用いて雰囲気の酸素分圧を

制御する。
　参画機関は、アルバック理工（株）、慶應義塾大
学、首都大学東京、学習院大学、東北大学である。

東北大学多元物質科学研究所　教授　福山 博之

浮遊技術による超高温熱物性計測システムの開発



13

北海道大学大学院理学研究院　教授　圦本 尚義

同位体顕微鏡を実現する革新的二次元検出器の開発

　同位体は互いの化学的性質が非常に似ているため、化学反応や物質の起源・移動を明らかにするトレーサーとし
て有効であり、反応機構解明にも用いられる。したがって、同位体は、化学・物理学はもとより、宇宙科学・地球科
学・環境科学等の自然を対象とする分野はもちろんのこと、生命科学・医学・農学等の生物を対象とする分野や物
質科学等の工業的分野にわたるひろい科学分野の研究に利用されている。また、考古学・歴史科学、犯罪捜査等の
人文科学、社会科学へも利用されている。このように同位体は自然科学から人文社会科学にわたり有用なツールであ
る。光学顕微鏡や電子顕微鏡が物質の微細な構造や組成を観察できるように、物質中の微細な同位体の組成分布
を観察できる顕微鏡、同位体顕微鏡、があれば顕微鏡の応用分野はもっと広くなると考えられる。しかし、同位体顕微
鏡は現在でも一般的ではない。同位体顕微鏡の実用化において障害になっている点は、高感度、広ダイナミックレン
ジ、高精度計測を同時に満足する2 次元検出器の開発である。我々は「積層型 CMOS 能動型ピクセル半導体素子
SCAPS」の開発によりこの障害に挑戦した。
　図 1はSCAPSの外観とその動作原理を示す。SCAPS 撮像部は7µmのピクセルが500x500 個配列されている。
ピクセル表面に荷電粒子が直接入射することにより、その電荷がCMOS 部に蓄積される。出力信号は蓄積された電荷
を直接読み出すのではなく、電荷変動分だけを読み出す。そのため、低雑音で読み出すことができる。図 2はSCAPS
の入射イオンに対する感度特性を示す。傾き1の信号出力は理想的な定量性を示し、傾き1/2のノイズ信号は理想的
なノイズ特性を持っていることを示している。イオン検出範囲は、イオン1 個から105 個までの約 5 桁のダイナミックレン
ジを示している。個々のピクセルがこの性能を有しているため、1 撮像面内のダイナミックレンジは約 5 桁であり、その
空間分解能は7µmである。このような高解像度、広ダイナミックレンジ、定量性をもった荷電粒子検出器はSCAPS
により初めて可能になった。発表ではこれらの基本性能とともに、SCAPSをSIMSに取り付けたときの実際の測定例
を交えて紹介する。
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図 1　荷電粒子半導体撮像素子 SCAPS の外観と動作原理　 図 2　SCAPS のイオン入射に対する感度特性
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　大気浮遊粒子状物質（SPM）は多様な発生源を有する極めて複雑な混合物であり、しかも浮遊中に複雑な反応を
経て変化する。このため、汚染の実態把握と対策には、動態解析の時間的・空間的精密化及び個々の粒子が有す
る履歴情報の解析が強く求められている。本開発では、無機・有機物の選択イオン化が可能な共鳴多光子イオン化法

（REMPI）とナノスケール加工とイメージング分析が可能な収束イオンビーム（FIB）を融合させ、目的成分のみをイオ
ン化・質量分析するFIB-REMPI 法を発案した。これにより、ある環境場や発生起源に特徴的な微粒子の内部組成を
解析する単一微粒子履歴解析装置の実現を目的としている。

　SPM 粒子は無機・有機を含め複雑な混合物である。従来法の
TOF-SIMSをディーゼル車排ガス微粒子に適用した結果を図 1 下に示
す。このように有機物の同定が多数のピークの存在によって事実上困
難となる。一方、レーザーイオン化を用いた本手法によれば、図 1 上に
示すように多数の脂肪族フラグメントが抑えられるとともに多環芳香族
炭化水素類の一種であるピレンを選択的に検出することができた。

　新たに開発した電池駆動の小型インパクター型サンプラーを用い、
沿道大気粒子を捕集した。FIBにより狙った粒子を断面加工し、試料ス
テージのユーセントリック回転機構と併せたナノサンプリング法を用いる
ことで、1 粒子の断面をマッピングすることに成功した。図 2のマッピン
グ例では粒子内部にMgとCaが相補的に分布していることが明らかと
なり、粒子の発生機構に関する情報が得られる。また、マッピングの空
間分解能として40nmの世界最高分解能を達成した。

　本装置に最適な小型・高繰返し・高輝度のマイクロチップUV パル
スレーザーを開発し、実用的時間内でのマッピングを可能とする。既に
繰り返し1kHzでのマッピングに成功しており、今後はレーザーパワーの
強化やユーザビリティの向上を目指す予定である。

開発の背景と目的

有害有機物の選択検出

大気環境微粒子内部の分析

今後の展開

工学院大学工学部　准教授　坂本 哲夫 
▶ チームリーダー：東京工業大学資源化学研究所　教授　藤井 正明

単一微粒子の履歴解析装置

図1　ディーゼル粒子の分析結果

図2　環境微粒子の内部分析の例
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