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我が国の知的創造基盤強化を担う
先端計測分析技術

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」は、

事業発足から8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8課題を

厳選しご紹介します。
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memo



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ます。
わが国の将来の創造的・独創的な研究開発活動を支える基盤の強化を図るため、

研究成果展開事業

成　果　の　事　例
■顕微質量分析装置の開発
（プログラム：機器開発タイプ　開発期間：平成16年度～平成20年度）

■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：機器開発タイプ　開発期間：平成16年度～平成19年度）

■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：機器開発タイプ　開発期間：平成16年度～平成20年度）

■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：機器開発タイプ　開発期間：平成16年度～平成21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）

顕微質量分析装置 糖鎖自動前処理装置
置装析分離分鎖糖）tolBteewS（

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）

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）

Topcon 3-D OCT-1000 装置外観 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）

病理組織を観察しながら、
その場で原因物質を明らかに

生体内の微量の
糖鎖分析で
病気の早期診断
が可能に

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

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

事業の仕組み先端計測分析機器の事業化に向けたロードマップ（一例）

［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

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

要素技術タイプ／機器開発タイプ
／ソフトウェア開発タイプ

プロトタイプ実証・実用化タイプ

要素技術タイプ

ソフトウェア開発タイプ

機器開発タイプ

プロトタイプ実証・実用化タイプ

各種基礎
研究事業

ほか

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）

発
開
器
機

・
証
実
プ
イ
タ
ト
ロ
プ

ソフトウェア開発タイプ

プ
イ
タ

プ
イ
タ
化
用
実

「要素技術タイプ」、「機器開発タイプ」、「ソフトウェア開発タイプ」及び「プロトタイプ実証・実用化タイプ」
の4つのタイプにより独創的な開発を実施

「プロトタイプ実証・実用化タイプ」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

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
「要素技術タイプ」は単独の機関による実施が可能

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

市
場
へ

企
業
に
よ
る
製
品
化

術
技
素
要

プ
イ
タ

科
学
研
究
費

補
助
金

戦
略
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造
研
究
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事
業

・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
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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

16：05 12
水分子をプローブとした様々な
含水物質・生体の物性・健常性評価手法の開発

 東海大学  理学部物理学科  教授

八木原  晋

13：10 5
有機太陽電池のキャリア寿命評価を実現する
界面電界SHG顕微鏡の開発

東京工業大学  大学院理工学研究科
電子物理工学専攻  教授

岩本  光正

13：35 6半導体素子増幅による光検出器の実用化開発
浜松ホトニクス株式会社

電子管事業部電子管設計第一G  グループ長

久嶋  浩之

14：00 7全自動2次元電気泳動・転写装置の開発
シャープ株式会社  研究開発本部

健康システム研究所  室長

鵜沼  豊

14：25 8ガス電子増殖を用いた新型光検出器の開発
山形大学  理学部  准教授

門叶  冬樹

14：50 9
レーザー吸収分光法による
二酸化炭素安定同位体計測装置の開発

東京大学  大学院新領域創成科学研究科  教授

戸野倉  賢一

15：15 10GEMを用いたガンマ線イメージング装置
長崎総合科学大学  情報学部  准教授

房安  貴弘

15：40 11
細胞内酸性オルガネラ動態可視化の為の
蛍光プローブ開発

東京大学  大学院医学系研究科  助教

並木  繁行

16：30 終　　了

時　間 講演演題 講演者 掲載ページ

プログラム
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 問い合わせ先

 講 演 者  チームリーダー

〒152-8552　東京都目黒区大岡山2-12-1  S3-33　TEL. 03-5734-2191　
E-mail. iwamoto@pe.titech.ac.jp

東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 教授  岩本 光正 プレサイスゲージ（株）  技術開発室 室長  京増 幹雄

Directly Probing Carrier Lifetime of Organic Solar Cell by Using Optical Electric-Field-Induced 
Second-Harmonic Generation

有機太陽電池のキャリア寿命評価を実現する
界面電界SHG顕微鏡の開発

　これまでに新規手法となるSHG法による有機太陽電池中のキャ
リア挙動評価を実証し、キャリア寿命の解析手法の有効性も確認
した。今後はキャリア寿命の3Dマッピングを実現するため、ソフト

ウェアによる補完技術を用いて空間分解能向上を進め、データ解
析ソフトの充実とあわせて評価装置として完成させる。

今後の課題

　21世紀のクリーンなエネルギー源として、太陽電
池の開発競争が全世界的に繰り広げられている。と
りわけ有機薄膜太陽電池は大面積で安価に製造可
能であり、従来の原子力発電等に代わるエネルギー
源として将来を期待されている。しかし、太陽電池構
造中の材料性能の評価技術は未発達であり喫緊の
課題である。そこで、光学計測装置のシステムアッ
プ技術と光第 2 次高調波発生（SHG）法による有
機デバイス中のキャリア挙動直接可視化技術を融合
し、高い変換効率の有機太陽電池を実現するため
に重要と考えられるキャリア寿命の3次元マッピング
を可能とする計測装置開発を行うことにした（図1）。

　太陽電池の効率を高めるには、光電変換現象の要であるキャリア
寿命の評価が重要である。しかし有機太陽電池の研究・開発の現
場では、キャリア寿命評価法が確立しているとはいえないのが現状で
ある。これは、従来のキャリア寿命評価法がシリコン太陽電池などの

評価には適しているものの、電気的性質が大きく異なる有機材料に
そのまま適用できないことが一因である。開発中の装置は有機太陽
電池内部のキャリア挙動を可視化してキャリア寿命が得られるので、
研究・開発の能率を飛躍的に高めることができると期待される。

　本装置は、非線形光学現象であるSHG 光により電界を測定し、
電界を発生する源である有機材料中のキャリアを可視化する。有
機太陽電池はドナー分子・アクセプタ分子層を対向電極でサンド
イッチした縦型デバイスであり、キャリアは素子膜厚方向に電界を
つくる。開発中の装置（図 1）ではプローブとして用いるレーザー光
を特殊な偏光パターンに加工し、効率良くキャリアの発生する電
界が測定できるよう工夫している。また、SHG 光は材料固有の共
鳴波長をもつので、適切な波長を選べば材料ごとのキャリア挙動
の分離評価も期待できる。キャリア寿命の測定時間範囲はナノ秒
オーダー〜ミリ秒オーダーと広い領域で評価できる（図 2）。

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

（a）装置構成

図1  SHG法による有機太陽電池用キャリア寿命評価装置の概略

図2  2層有機太陽電池（銅フタロシアニン／フラーレン）のキャリア寿命評価例
（原理確認フェーズ）

（b） 開発装置



図1  8インチHPDデジタルモジュール

図2  従来型と開発製品の特性比較
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講 演 者

 問い合わせ先

　半導体素子を電子増倍部に用いることに
より、光電子増倍管では数 10〜数 100の
部品が必要であったのに対し、HPDでは6
部品とすることができた。光電面と半導体素
子間に8kVの電圧を印加するため高い時
間分解能が期待できる。測定では100ps
の時間分解能を達成した。
　HPDは、既存の光検出器である光電子
増倍管と比べると、その性能がさまざまな点
で優れている。特に、実際のアプリケーショ
ンで問題となるエネルギー分解能と時間分
解能は1フォトンエネルギー分解能で2 倍、
時間分解能で24 倍優れている。

　ダークカウントが大きいという技術的な課題はあったが、同じサイ
ズの光電子増倍管と同等とすることができた。製品化に向けた課
題は、想定される防水機構などを備えているがアプリケーション毎
に細かな対応が必要と考える。

　既存の光電子増倍管の特性を大きく超え、また構造も単純な光
センサーができた。HPDの直径の変更検討も含めて、数年以内
に次世代ニュートリノ物理学実験に活用されることを期待する。

　8インチHPDデジタルモジュールは、微弱な光を検出するための
光センサーであり、直径8インチのHybrid Photondetector（HPD）
と高圧電源、読み出し回路から構成されている。HPDは真空内部
に光を電子に変換する光電面とその電子を20 万倍に増幅するた
めの半導体素子とを持っている。

　100 万トン級の水タンクの中でニュートリノが水分子と反応を起
こして発生するきわめてかすかな光（チェレンコフ光）の反応点から
の到達時間を高精度に測定する必要がある次世代ニュートリノ物
理学実験や、湖沼の微生物の生物発光をモニターすることによる
環境分析などに利用される。

〒438-0193　静岡県磐田市下神増314番地の5　TEL. 0539-62-3151　
E-mail. kyushima@etd.hpk.co.jp

浜松ホトニクス株式会社  電子管事業部電子管設計第一G  グループ長　久嶋  浩之

Practical development of a vacuum photon-detector tube with electron-bombardment
Semiconductor multiplication system.

半導体素子増幅による光検出器の実用化開発

今後の課題

装置・技術の特徴

はじめ に

具体的なニーズ
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講 演 者

 問い合わせ先 〒261-8520　千葉市美浜区中瀬1-9-2　TEL. 043-297-1221（大代）　
E-mail. unuma.yutaka@sharp.co.jp

シャープ株式会社  研究開発本部  健康システム研究所  室長　鵜沼  豊

Fully Automated 2D Electrophoresis and Blotting System

全自動2次元電気泳動・転写装置の開発

　ポストゲノムとしてタンパク質の網羅的研究の重要性が増し、簡
易で高速かつ高分解能なタンパク質分析装置が求められていま
す。2 次元電気泳動法およびウェスタンブロッティング法は多数の
タンパク質を翻訳後修飾変化を含めて同時に視覚的に捉えること
ができる優れた手法です。しかしながら全分析工程に約 3日間か

かり、ゲルの取り扱い等が煩雑で再現性を得るためには高度に熟
練した技術が必要でした。当グループは新規の転写方式開発によ
り、2 次元電気泳動から転写までを全自動化することに成功しまし
た。また全工程約 3 時間で転写を完了し高い再現性も得ました。

　疾病プロテオームなどの基礎研究に使用されることを目的として
います。これまで3日から4日を要していていた分析工程を自動で3
時間以内に完了することができ研究の加速化に貢献できます。ま

た最近注目されている抗体医薬などのタンパク質医薬開発の高速
化による開発費削減、タンパク質医薬の品質管理に利用されるこ
とを目的としています。

　2 次元電気泳動の自動化は1 次元目ゲルの精密搬送機構と2
次元目ゲルへの高精度位置あわせ機構の開発によって成功しまし
た。また従来転写工程は手作業にて行なわれ、ゲルの2 次元目分
離用ゲルカセットからの剥離および転写膜、電極との重ね合わせ
等煩雑で誤差の大きな作業をともない再現性の高い結果を得るこ
とは困難でした。新規転写方式は2 次元電気泳動の分離ゲル終

端面に転写膜を垂直に密着させ移動させることによりタンパク質の
分離パターンを転写膜に写し取る方式（排出転写方式）であり、ゲ
ルを剥がす操作が不要となり初めて全自動化を達成しました。
　分析時間は約 3 時間で完了。転写効率は90% 以上。ばらつき
はCV10%以下。等電点分解能は0.02pIを達成しリン酸化シフト
を分離可能です。

　新規転写機構の基本動作技術を確立
し、実験用装置を試作し動作の安定性、
転写の再現性の評価中です。評価結果
を元に量産機へ向けてのブラッシュアップ
が課題となります。また取り扱いが簡易で
再現性の高い分析用のサプライ品の開
発も今後の課題です。更には免疫反応の
自動化、画像検出装置、解析用ソフトウェ
ア等の周辺技術の充実を図りプロテオミ
クス研究分野のオートメーション化、ハイ
スループット化に貢献して参ります。

従来技術との比較
脳腫瘍ビメンチンタンパク質の
転写結果　C木端抗体染色

図2  新規転写方式（排出転写方式）の概要
試作装置の写真

はじめ に

具体的なニーズ

装置・技術の特徴

今後の課題
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講 演 者

 問い合わせ先 〒990-8560　山形県山形市小白川町1-4-12　TEL. 023-628-4554　
E-mail. tokanai@sci.kj.yamagata-u.ac.jp

山形大学  理学部  准教授　門叶 冬樹

Development of novel photon sensor using gas electron multiplication

ガス電子増殖を用いた新型光検出器の開発

　本課題の目的は、大きな有効面積、デットスペースの小さいフラッ
トな受光部、高い感度特性と均一性、そして高磁場の環境下にお
いても動作可能な第三世代の光センサーを、放射線検出器の一

つであるガス検出器と紫外から可視光に高い感度を持つ光電面と
を複合化させたガス増倍型の光検出器として開発し、本センサーを
幅広い分野での研究および産業利用につなげることである。

　我々が開発を進めるガス増倍型の光検出器、すなわち「ガス光
電子増倍管（GasPMT）」は、従来の光電子増倍管と固体光セン
サーの良い特長を合わせ持つため、光計測を利用する様々な分野
の発展に寄与できるデバイスである。具体的には、高エネルギー物

理実験、宇宙放射線物理などの学術分野、放射線計測、衛生モ
ニター用の計測分野、環境計測、生化学計測の分析分野、ガン
マーカメラ、MRI-PETの医療分野で将来的に役立つことを目指し
ている。

  『ガス光電子増倍管』は、（a）電子とガス分子との雪崩的電離
作用を利用した内部信号増幅機構と（b） 紫外から可視光波長領
域に高い感度を持ち、広い受光面積を形成できるアルカリ光電面
とを融合することにより、従来の光電子増倍管の特長である 『大き

い受光面積をもち、かつ高い信号対雑音比を有する』ことを生かし
つつ、欠点であった「低容積（薄型）化・低コスト化」を克服でき
る新型光センサーである。

　ガス光電子増倍管は、光電面から放出
される光電子とガス分子との雪崩的電離
衝突過程の結果生じるイオンおよび紫外
光が光電面へ戻り、二次的な光電子信
号を作りだす光・イオンフィードバックが、
ガス光電子増倍管の長期安定動作に問
題となることが予想される。現在、そのた
めの解決策として、細孔型－メッシュ型
MPGDの複合化による信号増殖とフィー
ドバック抑制、封入ガスの最適化の開発
を進めている。

図1  ガス電子増殖を用いた新型光検出器の特徴と概念図
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講 演 者

 問い合わせ先 〒277-8563　千葉県柏市柏の葉5-1-5　TEL. 04-7316-4706　
E-mail. tonokura@k.u-tokyo.ac.jp

東京大学  大学院新領域創成科学研究科  教授　戸野倉  賢一

Development of a stable isotope analyzer for carbon dioxide using laser absorption spectroscopy.

レーザー吸収分光法による
二酸化炭素安定同位体計測装置の開発

　温室効果ガスである二酸化炭素、メタンの大気中の収支を解
明することは、温室効果ガスの抑止を施策するに極めて重要な課
題です。二酸化炭素による地球温暖化の寄与は全温室効果ガス
の半分以上であり、その排出挙動を知ることは今後の地球温暖化
抑止を施策するにあたり必要不可欠であります。大気、陸上生物
圏、海洋における二酸化炭素の交換速度は、安定炭素同位体比

（13C/12C） の観測から質量数により異なることが知られており、
二酸化炭素の起源によりその安定炭素同位体比が異なっていま
す。したがって、温室効果ガスの安定炭素同位体比を現場におい
て高い時間分解能で直接測定できれば、温室効果ガスの排出源
の特定とその削減に関する策定が立てられます。

　これまでの一般的な二酸化炭素の安定同位体の測定において
は、採取したサンプルを持ち帰り、さらに前処理が必要であったた
め、現場でのリアルタイム測定は出来ない等の問題があり、これら
の問題を克服した計測手法の開発が望まれていました。

　光通信用に開発された半導体レーザーを光源として用い、多重
反射光学セルと波長変調吸収分光法を基盤とした、安定炭素同
位体を連続計測が可能な可搬型波長変調吸収分光装置を開発
しました（図 1）。本分光装置の開発では、精密な温度と圧力の
制御をすることによって、高精度に安定炭素同位体比を測定する
ことが可能となりました。図 2は開発装置で計測した大気中の二
酸化炭素濃度（下図）とδ13C 値（上図）を示しています。開発装

置では、従来法では困難であった大気中の二酸化炭素の安定炭
素同位体比を高精度で連続計測できていることがわかります。従
来法に比べ、連続かつ迅速な温室効果ガスの同位体比計測が
可能ですので、これまでに比べ、より詳細な温室効果ガスの排出
挙動の把握ができるようになります。したがって、本要素技術によ
り、地球温暖化防止に対するより効果的な施策を講じることが可
能となります。

　これまでに、大気中の二酸化炭素の安定炭素同位体比を高精
度で連続計測することに成功しました。製品化・実用化に向けたソ
フトソフトウェアの開発、オンサイトでの測定が可能な小型装置の
開発および安定酸素同位体の測定技術の確立などが課題です。

図1  二酸化炭素安定同位体計測装置の概念図

図2
開発装置で計測し
た大気中の二酸化
炭素濃度（下図）と
δ13C値（上図）
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講 演 者

 問い合わせ先 〒〒851-0193　長崎市網場町536　TEL. 095-838-4180　
E-mail. fusayasu_takahiro@nias.ac.jp

長崎総合科学大学  情報学部  准教授　房安 貴弘

Gamma-ray Imager with Gas Electron Multiplier

GEMを用いたガンマ線イメージング装置

　本開発では、建物の壁面や橋梁など比較的大型の建造物
などを、低被爆で非破壊検査するため、GEM（Gas Electron 
Multiplier）を用いて、エックス線やガンマ線の高感度かつ大面積
なイメージング装置を開発している。

　高度成長期時代に建造された建築物の老朽化が社会問題とな
り、コンクリート内部の欠陥検査や、橋梁の劣化検査などのニー
ズが高まっている。こうした構造物の非破壊検査において、従来
は高感度フィルムを用いることが一般的であるが、コンクリートなど
の厚いものを写す際に、露光時間がかなり掛かってしまう上に、現

像などの後処理の時間も問題となっている。コンパクトかつ高感度
で、その場で撮影結果を観察できるエックス線／ガンマ線イメージ
ング装置へのニーズは高い。また、持ち出しが困難であるために今
まで調査できなかった文化財の内部構造調査などへの応用も目指
している。

　建造物などを透過観察できる高いエネルギーのエックス線／ガン
マ線は、一般に検出効率も大きく低下してしまう。本開発では、こう
したエックス線／ガンマ線に対しても高い検出効率を持つ光電コン
バータと、コンバータにより得られた電子を増幅するGEMとを用い
ることにより、高感度イメージングを実現しようとしている。また、得

られた電荷信号を高効率に処理するシステムLSIを試作し、これを
ベースにLAN 経由で簡単にPCにデータを取り込み、PC 上に取
得画像を表示するための、読み出しシステムを開発している。これ
らにより、コンパクトかつ高感度化、またその場観察できることによ
り、安価で迅速な検査ができるようになります。

　検出部の効率をいかに最大化するかが課題である。これは主と
して光電コンバータの変換効率を向上させることである。また、開
発したLSIは最初の製品化には採用可能と考えているが、ポータビ
リティを高めるためには、高密度実装化が次の課題となる。
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 問い合わせ先 〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1　TEL. 03-5841-0575
E-mail. snamiki@m.u-tokyo.ac.jp

Fluorescent probes for live-cell imaging of acidic organelle dynamics

細胞内酸性オルガネラ動態可視化の為の
蛍光プローブ開発

　酸性細胞小器官が関わる細胞現象として、エンドサイトーシスや
エキソサイトーシス、オートファジーなどが知られ、これらの細胞内小
胞における酸性pHが小胞の膜輸送や内腔に含まれる加水分解
酵素の活性に影響し、細胞機能を制御していることが知られてい
る。これらの現象を解明する上で、細胞内小胞における酸性pH
を検出する技術の開発が望まれ、細胞内酸性環境（pH 4.5-6.0
程度）において蛍光特性を大きく変化させるpHプローブが有用な
ツールとして期待されている。我々は細胞内酸性環境で強蛍光性
となり、なおかつ、細胞内小胞という微小構造の蛍光イメージング
に耐える光安定性を有するpHプローブの開発を行った。

　開発した蛍光プローブを利用した蛍光イメージングは、複雑な手
技や設備を必要とせず、蛍光顕微鏡などの一般的な実験設備が
あれば、利用可能である。これまでに種々の蛍光プローブが市販
化されている点からも同様に実用化が期待でき、実用化の見通し
は極めて明るい。開発した蛍光プローブを用いることにより、酸性
細胞小器官内のpH 測定をはじめとして、脱顆粒やシナプス小胞
のダイナミクスを捉えることが可能であり、細胞機能を解明するツー

ルとして有用性が高い。そのため、分子生物学をはじめとした幅広
い分野の研究者に利用されることが予想される。また、本技術で
可視化している現象はアレルギー応答や神経伝達など我々の生
体機能に関わるものであり、これらの異常は病態に関連する。した
がって、これらの現象を標的とした蛍光スクリーニングへと本技術
を応用することにより、新たな創薬ターゲットの発見につながること
も期待できる。

　細胞内酸性環境ではじめて強蛍光性となり、なおかつ、細胞内
小胞という微小構造の蛍光イメージングに耐える蛍光プローブを開
発することにより、酸性細胞小器官における酸性pHの蛍光イメー

ジングを可能にする。特に、蛍光プローブにラベル部位もしくは標
的集積性部位を導入することにより、対象とする細胞現象に合わせ
た機能性を付加することが可能である。

　現在までに細胞内酸性小胞が関わる脱顆粒アレルギー応答やシナプス小胞のダイナミクスの
可視化に成功しているが、今後はより多様なアプリケーションを提示していきたい。

マスト細胞の脱顆粒の可視化に成功 培養神経細胞のシナプスでのエキソサイトーシス／エンドサイトーシスの可視化に成功
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 講 演 者  チームリーダー東京大学 大学院医学系研究科 神経生物学分野 助教  並木 繁行 東京大学 大学院医学系研究科 教授  廣瀬 謙造

細胞内酸性
オルガネラの
染色

タンパク質へ
の標識
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講 演 者

 問い合わせ先 〒259-1292　神奈川県平塚市北金目4-1-1　TEL. 0463-58-1211　
E-mail. yagihara@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp

東海大学  理学部物理学科  教授　八木原 晋

Development of evaluation method for various aqueous materials and living body by water molecules 
as a probe

水分子をプローブとした様々な含水物質・生体の
物性・健常性評価手法の開発

　物質や生体中の水は他の分子と相互作用することで構造を形
成します。このような水分子は束縛され、運動性が落ちるスローダ
イナミクスと呼ばれる挙動をとります。スローダイナミクスとは物質や
生体の「構造化」の過程を示します。様々な物質・生体の状態は、
このような水構造のスローダイナミクスによって特徴づけられます。
20GHz 付近に観測される誘電緩和現象として捉えられる純水の

水構造は、様々な含水物質や生体中でスローダイナミクスを引き起
こし、それぞれの系に特徴的な周波数域にシフトします。図 1は水
構造が着目される物質群や現象についての典型的な周波数域を示
しています。本評価手法は、水分子が外部電場に応答する様子を
観測し、水を含む物質や生体の構造や性質・機能のしくみを理解
し、健常性を評価するものです。

　水は生物の身体はもちろんのこと、私達の周囲の自然界や人工
物の多くの物質群に含まれており、それぞれの物質の構造や性質・
機能のしくみに密接に関連しています。従って本評価手法はセメン
トから生体まで、極めて広い分野での適用が可能です。将来的に

は、土木・建築からデバイス、化成品、医療、食品、化粧品など多
くの分野で、多様な物質群や生体の基礎研究から応用まで、広く
適用していくことを目指しています。

　物質や生体の構造・性質に密接に関連する水分子をプローブと
した評価システムなので、非侵襲・低侵襲な測定が可能になります。
その適用範囲は広く、様々な物質や現象に対応することができま

す。従来の手法とは異なり、物質・生体中の水を直接観測した結
果を評価に反映させることから、根拠ある構造や性質の評価が可能
になります。将来的には健常性を損なう前の検出も期待できます。

　これまで、様々な物質群や生体
に応じた電極や解析手法を開発し
てきました。製品化・実用化のた
めには評価対象となる物質や生体
ごとの特徴に応じたハードウェアと
ソフトウェアの開発を行うことが課
題となります。製品化・実用化の
可能性はユーザー候補となる方々
とともに、評価対象物ごとに特化
したシステムと対象を広げた汎用
的なシステムの両面から、検討し
ていきます。 

図1  様々な物質中の水の状態と観測周波数域 図2  セメント計測用電極
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