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産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】 
成果発表会2010

産学連携による先端計測分析技術・機器開発を通じた
イノベーションの加速

開 催 趣 旨

本プログラムは、わが国の将来の創造的・独創的な研究開発を支える基盤の

強化を図るため、先端計測分析技術・機器およびその周辺システムの開発を

推進しています。事業発足から7年度目を迎え、これまで実用化につながるような

優れた成果が輩出されております。本成果発表会では、「医療・生命科学計測」、

「材料計測」、「環境計測」、「教育用計測」の4つのカテゴリーに焦点を当て、

合計9課題を厳選しご紹介します。

2010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

産学基礎基盤推進部（先端計測担当）
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「要素技術プログラム」、「機器開発プログラム」、「ソフトウェア開発プログラム」及び「プロトタイプ実証・実用化プログラム」
の４つのプログラムにより独創的な開発を実施
チームリーダーを核とする産と学・官の密接な連携による開発チームを構成
（「要素技術プログラム」は単独の機関による実施も可）
「プロトタイプ実証・実用化プログラム」では、チームリーダーは原則企業の方が担当し、世界トップレベルのユーザーも
開発チームに参画
開発の進捗に対して支援する開発総括（ＰＯ）と、事業化に関して支援する事業化推進顧問（ＢＯ）が開発チームをサポート

わが国の将来の創造的・独創的な研究開発を支える基盤の強化を図るため、先端計測分析技術・機器及び
その周辺システムの開発を推進します。
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ソフトウェア開発プログラム

事 業 の 仕 組 み

要素技術プログラム

［一般領域］［応用領域］［領域非特定型］

開発課題の
公募・選定・評価

委託契約

開発推進・支援

・評価委員会が課題を選考

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

機器開発プログラム

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

要素技術プログラム／機器開発プログラム
／ソフトウェア開発プログラム

 プロトタイプ実証・実用化プログラム

先端計測分析機器の事業化に向けたロードマップ（一例）

成 果 の 事 例

■顕微質量分析装置の開発
（プログラム：機器開発プログラム　開発期間：平成16年度～平成20年度）

チームリーダー：瀬藤  光利（浜松医科大学分子イメージング先端研究センター　教授）
サブリーダー：吉田  佳一（（株）島津製作所基盤技術研究所　所長）

■疾患早期診断のための糖鎖自動分析装置開発
（プログラム：機器開発プログラム　開発期間：平成16年度～平成20年度）

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）

■生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡
（プログラム：機器開発プログラム　開発期間：平成16年度～平成19年度）

チームリーダー：谷田貝  豊彦（宇都宮大学オプティクス教育研究センター　センター長）
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）

■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
（プログラム：機器開発プログラム　開発期間：平成16年度～平成21年度）

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）

高速・高分解能で測定でき、
しかも低コストで操作性の高い
光断層撮像装置（OCT）として、

既に医薬現場で活躍

健康被害等を引き起こす
大気浮遊粒子状物質（SPM）
1個の成分分析が可能になり、
汚染源の特定が可能に

生体内の微量の
糖鎖分析で

病気の早期診断
が可能に

病理組織を観察しながら、
その場で原因物質を明らかに

糖鎖自動前処理装置
（SweetBlot） 糖鎖分離分析装置

Topcon 3-D OCT-1000装置外観 単一微粒子の履歴解析装置

プロトタイプ実証・実用化プログラム

顕微質量分析装置

ソフトウェア開発プログラム

産学イノベーション加速事業産学イノベーション加速事業

先端計測分析技術・機器開発先端計測分析技術・機器開発
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13：00 開会挨拶
（独）科学技術振興機構  開発総括

澤田　嗣郎

13：25 5
SOI技術を用いた超小型・高機能X線
イメージングデバイスの開発

高エネルギー加速器研究機構  素粒子原子核研究所  教授

新井　康夫

13：45 6生体透過率の極めて高い小型広帯域光源の開発
名古屋大学  大学院工学研究科  教授

竹田　美和

14：05 7
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

埼玉大学  大学院理工学研究科  准教授

坂本　章

14：25 休　　憩

14：35 8革新的高感度エンドトキシン測定装置の開発
鹿児島大学  大学院医歯学総合研究科  教授

丸山　征郎

14：55 9
3次元リアルタイム撮像ライダー
（3D-RTIL）の可能性

東京大学  宇宙線研究所  准教授

佐々木　真人

15：15 10エアロゾル多成分複合分析装置
東京大学  先端科学技術研究センター  准教授

竹川　暢之

15：35 休　　憩

15：45 11
二酸化炭素を実感して、
地域から地球温暖化を想像しよう

人間文化研究機構  総合地球環境学研究所  客員教授

川崎　昌博

16：05 12多人数教育用その場観察モバイルSEMの開発
新日本電工㈱  生産事業部技術部  部長

橋本　良夫

16：25 終　　了

13：05 4
EMS粘弾性測定システム
－非接触・微小量・極限環境での液体物性計測－

京都電子工業㈱  開発推進部  テクニカルエクスパート

石原　進介
東京大学  生産技術研究所  教授

酒井　啓司

時　間 講演演題 講演者 掲載ページ

プログラム
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　液晶やゲル、ミセルや分子膜など分子集合体が形成する

生体系などの複雑流体は、高度に秩序化された内部構造を

自己組織化的に形成する。これらの物質群はソフトマテリア

ルと呼称されるように、温度や電場・磁場などの外的刺激に

敏感に応答して容易にその構造を変化させ、様々な機能を発

現する。このためこれらの性質を新しいミクロデバイス材料へ

と応用する試みが現在盛んに進められている。

　従来より用いられている液体材料も含めたこれらソフト材料

の製造プロセスへの展開には、流体固有の性質である粘弾

性の計測が不可欠である。特にマイクロ構造体の形成を目

指すインクジェットやマイクロ流路技術においては、これらの力

学物性をより広い周波数領域にわたって、様々な環境下にお

いて容易に計測しうる技術の開発が強く望まれていた。

　我々が現在開発を進めている電磁スピニング（Electro 

Magnetically Spinning）粘弾性測定システムは、数 100μ

Lという微量の試料で、極高低温・高圧といった様々な環境

下における粘弾性計測を非接触に実現する、先の産業界か

らの要求に応えうる極めて有効な手法である。

　本測定システムにおいては、電磁石の組み合わせにより試

料槽内に時間変動するベクトル磁場を生成する。試料内部

にはプローブとして微小な金属球が配されており、磁場の時

間変動によりプローブ球内部に生じたローレンツ電流と磁場

との相互作用により、球は定常回転・振動回転など様々な

モードの運動を行なう。この様子をレーザーを用いて高精度で

検出することにより、試料の流動レオロジー曲線や広帯域粘

弾性スペクトルを極めて迅速に得ることができる。（図 1）

　現在プロジェクトでは基本仕様を達成するための要素技術

の開発を行っている。現在のところ回転型粘度計としては1

〜10,000mPasの粘度範囲において従来法と同程度以上

の精度を有し、かつ上述の利点を有する試作機の開発に成

功している。（図 2）本システムは、医療・バイオ・素材など

の先端研究分野から、製造部門におけるオンライン品質管理

まで、幅広い用途に広く適用可能な技術として着実に発展し

つつある。

　一方で、さらに本システムの利点をさらに有効に活用すべ

く、1,000Pasを超える高粘性のms 分解能迅速測定や回

転プローブの運動をオングストローム領域のアクチュエータと

して利用する試み、といったEMSシステムが秘める新しい計

測・制御技術の可能性の探索も積極的に進めている。成果

発表ではこの新規の用途についても紹介する。

京都電子工業株式会社　開発推進部　テクニカルエクスパート　石原 進介
東京大学 生産技術研究所　教授　酒井 啓司（分担開発者）

EMS粘弾性測定システム　
-非接触・微小量・極限環境での液体物性計測-

図1　電磁スピニング法の原理 図2　(ΩB-ΩS)とΩSとの関係
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　各種X線検査に於けるフィルム撮影から半導体デジタル装
置への交代は今後ますます加速していくものと思われる。しかし
ながら、光の場合と異なりX線検出には厚い空乏層が必要と
される為、半導体チップ単体での直接検出型X線イメージング
デバイスは困難であった。我々はSilicon-On-Insulator （SOI）

技術を用いて、放射線センサー用の高純度シリコンと集積回路
用の低抵抗率シリコンとを張合わせたウエハーにより、センサー
及びエレクトロニクスを一連の半導体プロセスにより一体化して
製造する技術を開発し、厚い空乏層を持つ半導体チップ単体
でのX線イメージングデバイスを実現した。

　図1にSOIイメージングデバイスの概念図とチップ写真の1
例を示す。下部のシリコンには高純度のシリコン結晶を用い、
低い電圧で厚い空乏層（〜300μm）を形成し、高い放射線
検出効率を持たせた。さらに、埋め込み酸化膜（BOX）で絶縁
された上部シリコンには0.2μm CMOSプロセスにより集積回
路を形成し、センサー部のp-n接合と繋ぎ、増幅／エネルギー
選別／計数回路等様々な機能を実現している。図2にはこの
デバイスで撮像したX線チャート像を示す。
　SOIデバイス構造ではセンサー部にかける高い電圧がMOS

トランジスターの動作に影響することが問題であったため、これ
を避けるように導電性の埋め込みp-層（BPW）を設け、回路
動作を安定化させる事が出来た。
　機械的な接続に対し、半導体プロセスによるセンサー部の
接続により、センサー容量は〜10fFと従来の物に比べて1桁
以上低く、ノイズを低減する事ができている。各画素に持たせ
る機能（回路規模）により画素サイズは変わるが、小さい物で
は10μm角の物を試作し、また60μm角のピクセル内に600
個のトランジスタを詰め込んだデバイスも開発している。

　このデバイスはこれまでの放射線検出器と比べて、格段に小
型化出来、また半導体プロセスを利用しているので量産による低
価格化も望める。さらに各ピクセル毎に様 な々処理回路を載せら
れるので、アイデア次第でいろいろな使い道が考えられる。例え
ば、画素毎にX線パルスの計数回路を設ける事で、ノイズレス、
高計数率、実質的に無限大のダイナミックレンジを持ったX線イ
メージを取る事が出来る。さらに画素毎に複数メモリーを持たせる
事で、短時間（〜数百ナノ秒）で変化するような事象に対して高
速撮影出来るようになるなど、これまでの半導体検出器では観測
することの出来なかった事象を測定することが出来るようになる。

開発の背景

開発状況

今後の展開

高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所　教授　新井 康夫

SOI技術を用いた超小型・高機能X線イメージング
デバイスの開発

図2　SOI検出器で撮像したX線チャート透過像。ピクセルの大きさは20um角。

図1　SOI X線イメージングデバイスの概念図（左）とチップ写真の例（右）



図１　ガラス蛍光体とLEDを組みあわせた光源の概要図

図２　開発した光源の外観写真 図3　開発した光源をを用いて撮影した
人差し指の透過写真
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　生体に対して透過率が高い近赤外線領域は、生体深部

の情報を非侵襲に取得することができるため、生体イメージン

グ装置や分光分析用光源として重要である。また、近年注目

されている光干渉断層撮影装置の高分解能化、生体イメー

ジ像のスペクトル分解、そして分光分析の統計処理等を行う

ためには、広帯域であることが望ましい。我々は、既存の装

置への組み込みや、使い易いモバイル型装置の開発を視野

に入れ、ハロゲンランプを凌駕する特性を有する小型近赤外

広帯域光源の開発をおこなっている。

　我々が開発してきたYb3+, Nd3+ 共添加 Bi2O3 系近赤外

広帯域ガラス蛍光体（中心発光波長 1020nm、半値幅約

100nm）をLEDと組み合わせて励起することにより、小型

近赤外広帯域光源を実現することが目的の一つである。図

1に開発初期段階の光源の概要図を示す。アルミブロック

中に励起用LEDとガラス蛍光体を重ねて配置している。図2

（a）に示すように光源サイズは30mm角程度であり、十分

小型ではないものの各種測定・分析装置に組み込むことが

できる。また、光出力は1mW 以上を達成している。図 2（b）

は、小型化を目指してLEDとガラス蛍光体を一体化した光源

である。厚さ5mm、直径 6mm 程度に小型化した。光出力

は0.4mW 程度と若干減少したが、LEDの出力向上やLED

とガラス蛍光体の一体化手法の改良により、光出力増大が

可能である。図 2（c）は各種測定・分析装置との接続を容

易にするために、光ガイドと結合するための光源ユニットの試

作品である。ユニット内部にLED、ガラス蛍光体を組み込ん

でいる。光ガイドを挿入口から差し込むことで光源システムと

なる。本試作品では、直径 6mm 程度の光ガイドを挿入する

ことが可能である。

　

　図 2（a）の光源と市販の撮像装置を用いて得られた人差

し指の透過像を図 3に示す。波長 1μm 帯の光が指を透過

していることがわかる。また、透過像には数本の線状の影が

観察されるが、これは血管である。このように、本開発の光源

は簡易な光学系で透過像を撮影できる能力を有している。今

後は、医療関係者や農学関係者との意見交換を進めると同

時に、装置開発メーカーとも共同開発を進めていきたい。

名古屋大学　大学院工学研究科　教授　竹田  美和

生体透過率の極めて高い小型広帯域光源の開発



図1　次元圧縮方式のラマンイメージング装置の概略図 図2　開発した次元圧縮方式のラマンイメージング装置
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開発の背景と目的

開発装置の概要と特徴

今後の展開

埼玉大学　大学院理工学研究科　准教授　坂本 章
チームリーダー  （株）エス・ティ・ジャパン　商品開発部　部長　東山 尚光

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

　我々は、文化財測定に適合する、分光部に「液晶チューナ
ブルフィルター（LCTF）」を用いた可搬型のラマンイメージング
装置をすでに開発していた。LCTFは特定波長（波数）でのイ
メージングには最適であったが、広い波数範囲のスペクトル取
得には波長（波数）掃引が必要となり、比較的長い測定時間

（20分程度）を要した。本開発では、装置の実用化と応用範
囲の拡大をめざし、革新的な「次元圧縮型イメージファイバー」
と、これに適合する「分散型小型分光器」を開発し、波長掃引
やイメージ走査することなく、フルラマンスペクトルとイメージデー
タを、数秒から数分で同時取得できる装置を開発している。

　開発している次元圧縮方式のラマンイメージング装置の概
略を図 1に示す。ラマン励起レーザー光（785nm）を試料の
イメージ測定領域（2mm×2mm）全体に照射し、試料から
散乱された光をラマンイメージプローブを介して“次元圧縮型
イメージファイバー” に導く。“次元圧縮型イメージファイバー”
は、試料側で2 次元に配列された個々のファイバー素線

（φ25μm、16 本×16 本 =256 本）を分光器側で1 次元に
並べ直したものであり、2 次元のイメージを1 次元に圧縮する
ことができる。ファイバー出力端におけるファイバー素線の1
次元配列を、専用設計した分散型小型分光器の入射スリット
に対応する位置に設置し、それぞれのファイバー素線からの

ラマン散乱光を分散型小型分光器で分光する。分光されたラ
マン散乱光をCCD 検出器（縦 256ピクセル×横 1024ピク
セル）で2 次元検出すると、データの横軸はラマンシフトに対
応し、縦軸はファイバー素線の位置、すなわち試料のイメージ
測定領域における各測定点の位置に対応する。したがって、
波長掃引やイメージ走査することなく、イメージ測定領域の全
ての位置のフルラマンスペクトルを同時に取得できる。取得し
たデータを再構成すれば、測定した全てのラマンシフトにおけ
るイメージデータに変換することができる。開発した次元圧縮
方式のラマンイメージング装置の写真を図 2に示す。

　浮世絵をはじめとする文化財の測定だけでなく、医薬品タブレット、高分子複合材料、岩石などへの展開を開始したい。



図１　本手法（ESP法）の原理と従来法（リムルス法） 図2　健常人と敗血症患者の血中ETX濃度
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　エンドトキシンはグラム陰性菌の菌体毒素で、構造的に

はlipopolysaccharide（LPS）である。LPSは極微量で生

体の免疫細胞ほか体内の諸細胞に広く発現している TLR-4

（Toll Like Recptor-4）を介して細胞内にシグナルを送り、

炎症、血栓などの病態を惹起し、場合によってはショック、播

種性血管内凝固症候群（DIC）など致死性病態の原因とな

る。発展途上国はもちろんのこと、高齢化社会の到来や高

度先端医療の導入で米国など先進諸国でもなお死因の上位

10 位以内に入る重要な臨床的課題である。このエンドトキシ

ンの臨床上の問題点は、重篤で致死性であること、現行のエ

ンドトキシン測定法の感度が低いこと、定量性に乏しいことな

どである。そこで我々はエンドトキシンの簡便、かつ高感度の

測定法の確立を目指した。

　現行法（凝集系、化学発光法）は煩雑で、かつ感度や特

異性に問題があるため、臨床現場では結局、細菌培養や臨

床症状に依存しているのが現状である。これらの欠点を克服

すべく、我々は、コアギュリンポリマーを比濁法で測定する方

法に代わり、その1 歩前のコアギュリン粒子を、レーザー散

乱測光で測定する方法を考案した（図 1）。本方法は従来法

に比べ、短時間に、従来法の 5,000〜10,000のもの超

高感度で、エンドトキシンを定量できることが明らかになってきた

（図 2）。

　臨床現場で利用できるエンドトキシン測定機の開発につい

ては、簡単な構成の光学系でScattering photometry 測定

が可能であることを実証し、3チャンネルのプロトタイプを完成

させた。ノートパソコンをユーザーインターフェースとして用いる

ことで、測定条件設定、測定結果表示、測定結果の解析が

簡単にできるようになった。

　エンドトキシンを高感度に、かつ臨床の現場で簡便に測定

するということは救急や感染症、外科領域では大きな課題で

ある。今回の研究成果では、測定の高感度化・高速化をは

じめとするさまざまな結果が得られつつあり、長年の上記課題

が実現しようとしている。

鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　教授　丸山 征郎

革新的高感度エンドドキシン測定装置の開発



 図1　3次元高精度リアルタイム撮像ライダーのコンセプト（左）と開発した受光装置（右）
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東京大学　宇宙線研究所　准教授　佐々木 真人

3次元リアルタイム撮像ライダー（3D-RTIL）
の可能性

　大気の状況をリアルタイムで計測できる技術へのニーズが

ますます重要となってきている。例えば車から排気される有毒

ガスや、都市全域での大気汚染、そして隣国からの産業排

出ガスの流出など心配は尽きない。また自然現象による健康

被害の影響も懸念されている。身近な例としては、2001 年

に三宅島が噴火を起こしたとき、有毒ガスである二酸化硫黄

が、時々刻々風にのり首都圏を直撃した。その影響はシミュ

レーションによって計算されているが、実測データはほとんど

ない。このような突発的な現象を実測で、リアルタイムで見る

ことが出来れば、恐ろしい大気汚染による災害から回避でき、

かけがえのない健康で安全な生活を守ることができる。そのた

め我々は高速パルスレーザーと宇宙線検出の技術を融合し

て、3 次元に高精度で大気の状態やオゾン層の状態を観測

できるレーザー散乱光によるライダーの開発を行った。

　3 次 元 高 精 度リアルタイム撮 像ライダーは、多 波 長

高速レーザー射出装置、広視野高精度受光装置から成

る。レーザーはエアロゾルや雲を計測するための3 波長

（355,532,1064nm）とオゾン計測用の1 波長（308nm）

の合計 4 波長からなる。このレーザー光を我々の開発した多

波長高速レーザー射出装置を用いて2 軸高速走査（50 回

転 / 秒以上）を行うことにより、0.4 度刻みで200 点×200

点の領域を1 回の走査で照らし出す事が出来る。受光装置

は全角42 度、撮像精度 0.9-1.3 分角（設計値）の広視野・

高解像度望遠鏡である。鏡、レンズ及び焦点面といった光

学系を実装したうえで夜間に点源撮影を行い統合焦点広が

り1.5 分角を達成した。3 次元高精度リアルタイム撮像ライ

ダーの受光装置で撮像された昼間風景像を図に示した。今

後、この多波長高速レーザー射出装置と広視野高精度受光

装置を組み合わせることで、大気の状態のリアルタイム監視

観測が可能となる。



図1　エアロゾルの大気環境影響の重要性

図2　エアロゾル多成分複合分析装置の概念図
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　エアロゾル （大気微粒子） のうち粒径 0.1から2.5μm 程
度のものは、気候変動へ大きな影響を及ぼす。エアロゾルの
放射効果は、全球平均で見ればCO2に匹敵するほどの重要
性を持つ （図 1）。さらに、都市のディーゼル排ガスや光化学
スモッグなど、エアロゾルは我々の社会生活に直接的な影響
を及ぼす大気汚染物質である。
　本開発では、多種多様なエアロゾルの物理化学特性 （粒
径、組成、数・質量濃度、形状など） を多角的にオンライン
分析できる装置を実現することを目的としている。

　エアロゾル多成分複合分析装置のコンセプトは、同一の
微粒子群に対して複数の分析法を適用することにより、粒
子の物理化学特性を多角的にオンライン分析することにある 

（図 2）。装置は、粒子ビーム生成部分、レーザー散乱光検
出部分、質量分析部分などから構成される。タンデム構造で
あるため、必要に応じて分析法の組み合わせをカスタマイズ
できることも特徴である。このうち、粒径を測るレーザー散乱
光検出部分では、粒径の検出下限 0.1μmを達成している。
また、組成を測る質量分析部分では、質量濃度の検出下限
0.1μg m-3を達成した。現在、さらなる高感度化に向けて改
良を行っている。

　最先端の大気環境研究に活用されることにより、エアロゾ
ルの気候影響を解明するための重要なデータが得られる。こ
れらのデータは将来の地球温暖化予測の精度向上に貢献す
ることが期待される。多角的な分析データはエアロゾルの発
生および生成過程の解明にも役立つため、PM2.5などの大

気汚染問題への対策にも貢献することが期待される。
　また、クリーンルーム・製造環境において複合分析装置を
用いることで、粒子の化学組成や物理特性をリアルタイムに
モニターできるため、汚染源をその場ですばやく特定し、有効
な対策を施すことが可能となる。

　これまでに各要素技術の基礎開発や複合化のコンセプト
設計がほぼ終わり、今後は複合システムの開発を重点的に行
う予定である。その後、ユーザー候補の方 と々意見交換を行

いながら、おおよそ2 年以内に製品化へ向けたプロトタイプを
完成することを目指している。

開発の背景と目的

同一の微粒子群に対して複数の分析法を適用

最先端研究やものづくり現場でのニーズ

今後の展望

東京大学　先端科学技術研究センター　准教授 　竹川 暢之

エアロゾル多成分複合分析装置



実験中の様子
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人間文化研究機構　総合地球環境学研究所  客員教授　川崎 昌博
チームリーダー  矢崎総業株式会社　技術研究所電子デバイス研究部　部長　植松 彰一

二酸化炭素を実感して、
地域から地球温暖化を想像しよう

　京都議定書の第一約束期間が始まっています。世界中で

地球温暖化対策をおこない、アイドリング・ストップやモデル

フォレスト運動などによる取り組みが進められていることに対

応して、地球温暖化に関連して地球規模での二酸化炭素濃

度の観測という、専門家が実施しているレベルの観測を初等

中等教育機関における生徒が身近に経験することができる

小型装置を開発した。

　

　教育現場では、呼気や植物炭酸同化作用などの二酸化

炭素濃度を生徒が自ら計測することにより、二酸化炭素をめ

ぐる科学的な理解を深め、地球環境問題に関する関心を育

成することができる。いくつかの標準的な科学実験のほか、自

ら発展的な理科研究を計画実践することにより、環境教育の

みならず、科学そのものへの興味を深めることも目的のひとつ

である。

　また、多くの学校に測定器を設置しネットを通じてデーター

を集約しマップ化してインターネット公開するWEBサイトの構

築をおこなうことにより、里山地域では二酸化炭素濃度は低

く、一方、都市部では地球全体平均の二酸化炭素濃度とく

らべ高いことを生徒や市民が自ら得たデーターを基に実感し

てもらうことができる。さらに、自治体の二酸化炭素排出削減

努力の検証と、温暖化防止教育キャンペーンにデーター利用

できる。

プラスティック箱の中に植物をいれて、外側からLED 光を照射した時としない時の箱中のCO2 濃度の違いを観測している名古

屋大学附属高校の生徒さん。この実験によって植物の呼吸・炭酸同化作用をリアルタイムで実感できる。

実施例



図1　試作1号機外観 図2　放散虫微化石SEM画像
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近年、日本を含む先進各国において子供たちの “理科離れ”

が社会的に深刻な問題となっています。この問題は様々な要

因がありますが、一番大きな要因は教育現場で理科実験など

を通して科学に接する機会が少なく、科学に対して親しみを

覚えにくいのが一因ではないかと考えられています。そこで弊

社は、これまでは一部の科学者・技術者にしか使うことがで

きなかった電子顕微鏡を改良し、子供たちでも簡単に操作で

き、持ち運び可能な小型 SEMを開発しました。

子供たちでも簡単に扱えるように極力操作箇所を減らしまし

た。また、24Vバッテリ（電動アシスト自転車用バッテリ）で

も駆動できるため野外でも使用することが出来ます。電子

源としてレニウムフィラメントを使用しています。これは今回

のSEMで使用している真空度が 0.05Pa 程度の低真空で

あり、従来から使われているタングステンフィラメントでは酸

化・還元反応が起こり、フィラメント切れが頻繁に起こるから

です。また、電子銃周りはガラスを用いており、フィラメントが

光っているのを外から観察することが出来ます。ディスプレイ

はコントローラに1 台付属しておりますし、外部モニターも接

続することが出来、大人数で同時に画像を観察することが出

来ます。また、無線通信で離れたところにもSEM 像を送るこ

とが出来ます。

図 1は開発中の電子顕微鏡の鏡筒部分です。図に示して

いるように500ml ペットボトルより一回り大きい程度の鏡筒

となっています。

図 2は開発中のSEMで撮影したジュラ紀の放散虫微化石

です。本体に帯電対策機能を持たないSEMでこのような絶

縁性試料を観察する場合、別の専用装置を用いて試料表

面に金属やカーボンなどを蒸着する必要がありますが、私ども

は「イオン液体」を塗布することで帯電現象を緩和でき、容

易にSEM 観察できることを確認しました。イオン液体の塗布

には特に装置は不要で、作業時間も数分程度です。

　真空引きも非常に短時間で、電源スイッチを入れるとただ

ちに真空引きが始まり5 分程度で試料観察することができま

す。今回開発した電子顕微鏡が子供たちにとって身近な存

在になり、教育現場で科学にふれる機会が多くなり、技術者

を目指す子供が増えてくれることを願うものであります。

開発の背景

開発の成果

新日本電工株式会社　生産事業部技術部  部長　橋本 良夫

多人数教育用その場観察モバイルSEMの開発
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