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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
■プロジェクト名：自動サンプリング式トレース検出システム
■テーマ：爆発物・危険物検知装置の開発
■責任機関名：株式会社日立製作所
■研究代表者名（役職）：坂入 実（中央研究所 主管研究長）
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 22～24 年度、実証期間：平成 25～26 年度）
■実施経費： 565.2 百万円（間接経費、環境改善費込み）
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
安全・安心な社会を実現するためには、テロ対策は危急の課題である。特に爆発物は、日用品から
爆薬を合成する方法が広く知られるようになり、我が国でも手製爆薬を用いたテロや犯罪の増加が懸
念されている。
爆発物の探知方法は、バルク検出とトレース検出に大別される。バルク検出は形状や密度等から爆
発物を判定する方法であり、空港等に広く普及している X 線手荷物検査装置はバルク検出に分類さ
れる。一方、トレース検出は、カバン等に付着している痕跡を化学的に分析し、爆薬の種類を特定す
る技術である。爆発物の量を把握するバルク検出と、爆発物の種類を把握するトレース検出は、相補
的な技術であり、両者を組み合わせて運用することでセキュリティを向上できることが知られるようにな
った。しかしながら、現状のトレース型爆発物探知装置は、手荷物等を係員がふき取る運用が一般的
であり、スループットが低い。また、人件費の観点からもトレース検出機の設置台数を増やすのは困
難である。例えば、米国の空港でも、手荷物の全てについてトレース検出を行うことは断念しており、
抜き取り検査で対応しているのが現状である。
このような現状に鑑み、人手を要さず、かつ高スループットで検査ができるトレース検出機の実現が
望まれている。
そこで、爆薬微粒子の自動採取機能を有するサンプリング部、爆薬の分子を高効率でイオン化でき
るイオン源、および小型・高性能の質量分析部を開発する（サブテーマ①：トレース検出部の高性能
化）。これらの要素技術を基に、処理速度、設置スペースなどの面で既存の機器との整合性の高いト
レース検出機を試作する。さらに、試作したトレース検出機を組み込んだシステムによりフィールド試
験を実施し、実運用に耐え得る装置に仕上げる。
このように、社会に受け入れられやすい機器を開発し、実装を目指すことにより、安全・安心な社会
の構築に貢献することを目標とする。
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２．研究の全体像

３．ミッションステートメント
【技術開発期間終了時】
自動サンプリング式のトレース検出システムを開発し、既存の機器に内蔵することにより、社会への実
装を目指し、社会の安全・安心に貢献する。
検出対象： 軍用爆薬(TNT、PETN)
手製爆薬(TATP)
検査時間： サブテーマ②（X線検査装置内蔵型）
サブテーマ③（セキュリティゲート内蔵型）
検出下限： システム性能（システムで回収される爆薬量）
検出部の性能（分析部に到達する爆薬量）

180個/時間以上
1,200人/時間以上
1～100マイクログラム
1～100ナノグラム

【実証期間終了時】
空港等の集客施設への装置実装で得られた情報を装置仕様にフィードバックし、自動サンプリング
式のトレース検出システムが、1 ヶ月以上の連続運転を可能であることを実証する。
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４．研究計画
サブテーマ①
トレース検出装置の高性能化 【(株)日立製作所、山梨大学】
トレース検出装置の要素技術を開発する。サンプリング部は、検査対象に付着する爆薬微粒子を加熱
気化、または気流により採取することにより、検査を自動化するとともに、難揮発性の爆薬（プラスチック爆
弾の主剤など）を含む多様な成分の検出に取り組む。イオン化部には、爆薬の高効率イオン化が可能な
バリヤー放電イオン化を用いる。分析部は、実績のある質量分析技術をベースに、高効率イオン源と組
み合わせ、真空排気系への負担を軽減して、小型化を目指す。
サブテーマ②
X 線検査装置内蔵型トレース検出システムの開発 【(株)日立製作所】
X 線手荷物検査装置に内蔵もしくは併設可能なトレース検出装置を開発することにより、一度の検査で
バルク・トレース両面のチェックを行う運用を目指す。
トレース検出部を X 線手荷物検査装置に内蔵させることを目指し、一度の検査でバルク・トレースの両
面で手荷物を検査できるシステムを開発する。X 線手荷物検査装置の構造上、トレース検出部の内蔵が
困難である場合には、搬送部にフードを設けてサンプリング部を設置し、搬送部の下に検出部を配置す
る併設型とする事で実質的な一体化を図る。
サブテーマ③
セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの開発 【日本信号(株)、(株)日立製作所】
トレース検出部を内蔵したセキュリティゲートを開発する。
空港に設置されている（または今後設置が見込まれる）セキュリティゲートにトレース検出部を内蔵させ、
ゲートで旅客が ID 照合やチェックインを行う際に手や IC カードに付着した爆薬の痕跡を発見する。
○平成 22 年度の計画
主に要素技術の開発に充て、サンプリング部、イオン化部、質量分析部を検討する。検査対象（手元、
手荷物など）から効果的に痕跡を回収するサンプリング手法を検討する。また、爆発物の高感度イオン化
に適したバリヤー放電イオン化を用いたイオン源を検討する。さらに、真空中に導入されたイオンを高感
度・高選択に分析するリニアイオントラップ質量分析部を検討する。これらの要素技術の検討結果を元に、
小型トレース検出装置の設計を行なう。
○平成 23 年度の計画
1 年目での設計を元に、小型トレース検出部を開発する。また、小型トレース検出部を内蔵または併設
するための、X 線検査装置、セキュリティゲートの検討、設計を行なう。
○平成 24 年度の計画
X 線検査装置内蔵型トレース検出システム、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムを開発し、評
価試験を行う。評価を踏まえて改良を行う。
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○平成 25 年度の計画
実証試験を行い、開発した装置のシステム性能（スループット、感度、誤報率など）をフィールドにて実
証する。
○平成 26 年度の計画
引き続き実証試験を行い、耐環境性、メンテナンス性など使い勝手の面で生じた課題を改良し、ミッショ
ンステートメントを達成する。
研究計画表
研

究 項 目

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

高速自動サンプ 高速自動サンプ 高感度イオン源
サブテーマ①
トレース検出装置 リング部の設計 リング機能に関
の高性能化
開発
する性能評価
小型化装置の仕 機能試作機（小
様検討のための 型装置）の設計
要素技術評価

サブテーマ②
X 線 検査 装置 内
蔵型トレース検出
システムの開発

開発・評価
小型検出部を X 線組み込み型 実証試験および 改良型の実証試
内蔵した X 線組 トレース探知シ 改良

験

み込み型トレー ステム製品試作
ス探知システム 機の評価＆改
製品試作機の 良
開発

サブテーマ③

小型検出部と高 セキュリティゲー 実証試験および 改良型の実証試

セキュリティゲート

速手元サンプリ ト内蔵型トレー 改良

内蔵型トレース検

ング部を内蔵す ス探知システム

出システムの開発

るためのセキュ 製品試作機の
リティゲート設計 開発

実証試験等
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験

５．実施体制
＜研究実施体制図＞

協力機関 B
成田国際空港(株)

実証試験実施
責任機関
(株)日立製作所

協力機関 D

実証試験結果共有

(株)日立パワーソリューションズ

サンプリング部の開発

MS 検出部の開発

参画機関 A
国立大学法人山梨大学

サンプリング部の開発

参画機関 B
日本信号(株)

試料および取り扱い
実証試験実施

ノウハウの提供
協力機関 C
山梨県警本部
科学捜査研究所

協力機関 A
東京地下鉄(株)

＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

1. トレース検出装置の高性能化
(株)日立製作所

◎坂入 実(主管研究長)
橋本 雄一郎(主任研究員)
高田 安章（主任研究員）
杉山 益之（主任研究員）
長谷川 英樹（研究員）
管 正男（研究員）

(国)山梨大学

チェン リー チュイン(特任助教)
平岡 賢三（特命教授）
ウスマノフ ディルショドベック（研究員）
ハビブ モハメド アサン（研究員）
ラハマン モハメド マティウル（研究員）
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2. X 線検査装置内蔵型トレース検
出システムの開発

(株)日立製作所

◎坂入 実(主管研究長)
橋本 雄一郎（主任研究員）
高田 安章（主任研究員）
永野 久志（（主任研究員）
長谷川 英樹（研究員）
菅谷 昌和（主任技師）
寺田 光一（主任研究員）
鹿島 秀夫（主任技師）
土井 泰徳（技師）
田邊 尚男
鈴木 康孝
川口 洋平（研究員）
熊野 峻（研究員）

3. セキュリティゲート内蔵型トレー
ス検出システムの開発

日本信号(株)

澤田 充弘(係長)
梶田 崇
斎藤 武(課長)
渡邊 賢介
松本 浩司
進藤 隆之
横田 晃(係長)
杉山 祥子(係長)
亀山 幸宏(係長)
圓谷 光徳
中村 友紀
柏崎 良輔
氏家 健(課長)
六本木 さち子
大橋 享司(課長)
託見 強
河村 英樹
羽根 弓人
本木 秀正
竹下 孝徳(課長)

(株)日立製作所

◎坂入 実(主管研究長)
橋本 雄一郎（主任研究員）
高田 安章（主任研究員）
永野 久志（（主任研究員）
長谷川 英樹（研究員）
菅谷 昌和（主任技師）
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寺田 光一（主任研究員）
鹿島 秀夫（主任技師）
土井 泰徳（技師）
田邊 尚男
鈴木 康孝
川口 洋平（研究員）
熊野 峻（研究員）
◎ 研究代表者
６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
(株)日立製作所 中央研究所 主管研究長

坂入 実

内閣府

政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官補佐

警察庁

警備局警備課

国土交通省

航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室 専門官

財務省

関税中央分析所 主任研究官

国土交通省

鉄道局総務課危機管理室長

セコム(株)

顧問

仁愛大学

人間生活学部子ども教育学科 教授

(財)空港保安事業センター 企画事業部長
東京電力(株) 原子力運営管理部防災安全グループ課長
＜オブザーバー＞
内閣官房副長官補（事態対処･危機管理担当）付主査
諮問委員会等の開催実績及び議題
(a) 諮問委員会
平成 22 年度第一回（平成 22 年 9 月 22 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

開発スケジュールと進捗状況説明

2.

日立関係の安全・安心技術の見学

平成 22 年度第二回（平成 23 年 3 月 3 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

進捗状況説明

2.

微粒子回収部の見学

3.

関連報告：
①国土交通省主催による APEC 期間中の実証試験結果
②APEC 政府展示出展協力に関する説明
③監視カメラによる不審者追跡技術の説明

平成 23 年度第一回（平成 23 年 10 月 20 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
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1.

諮問委員、参画機関担当者 変更報告

2.

進捗状況説明

3.

試作装置見学「自動改札組込型サンプリング部」

平成 23 年度第二回（平成 24 年 2 月 20 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

進捗状況説明

2.

試作装置見学「X 線手荷物検査装置向け吸気部」「セキュリティゲート内蔵型システム」

平成 24 年度第一回（平成 24 年 10 月 17 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

前回諮問委員会議事録の承認

2.

研究体制の変更説明

3.

進捗状況説明

4.

今後の実施計画説明

5.

試作装置見学「X 線手荷物検査装置」「セキュリティゲート内蔵型システム」

平成 24 年度第二回（平成 25 年 3 月 12 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

前回諮問委員会議事録の承認

2.

プロジェクト概要説明

3.

技術開発期間 3 年間のまとめ

4.

実証期間における研究計画

5.

成果とまとめ

6.

試作装置見学「X 線手荷物検査装置」「セキュリティゲート内蔵型システム」

平成 26 年度第一回（平成 26 年 10 月 15 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

前回諮問委員会議事録の承認

2.

進捗報告説明

3.

実証試験見学

平成 26 年度第二回（平成 27 年 3 月 30 日）
議題：「自動サンプリング式トレース検出システム」に関する進捗説明と意見交換
1.

進捗報告説明

2.

ボックス型ゲート説明

(b) 運営委員会
第一回（平成 22 年 7 月 15 日）
Ⅱ．経費
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）

(単位：百万円)
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研 究 項 目

1. トレース検出
装置の高性

担当機

研 究

関等

担当者

所要経費（補助対象経費）

(株)日立 坂入 実(主管研究
製作所

能化

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

19.2

28.0

13.5

18.2

14.3

93.2

35.1

21.5

20.0

12.0

12.0

100.6

26.7

21.2

19.6

17.8

15.4

100.7

合計

長)
橋本 雄一郎(主任
研究員)
高田 安章（主任研
究員）
杉山 益之（主任研
究員）
長谷川 英樹（研究
員）
管 正男（研究員）

(国)山梨 チェン リー チュイ
大学

ン(特任助教)
平岡 賢三（特命教
授）
ウスマノフ ディルシ
ョドベック（研究員）
ハビブ モハメド ア
サン（研究員）
ラハマン モハメド
マティウル（研究員）

2. X 線検査装
置内蔵型トレ

(株)日立 ◎坂入 実(主管研
製作所

究長)

ース検出シス

橋本 雄一郎（主任

テムの開発

研究員）
高田 安章（主任研
究員）
永野 久志（主任研
究員）
長谷川 英樹（研究
員）
菅谷 昌和（主任技
師）
寺田 光一（主任研
究員）
鹿島 秀夫（主任技
師）
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土井 泰徳（技師）
田邊 尚男
鈴木 康孝
川口 洋平（研究員）
熊野 峻（研究員）
3． セキュリティ

日本信

澤田 充弘(係長)

ゲート内蔵型ト

号(株)

梶田 崇

レース検出シス

斎藤 武(課長)

テムの開発

渡邊 賢介

21.9

59.0

38.3

20.0

18.0

157.2

28.8

27.2

14.0

28.3

15.2

113.5

松本 浩司
進藤 隆之
横田 晃(係長)
杉山 祥子(係長)
亀山 幸宏(係長)
圓谷 光徳
中村 友紀
柏崎 良輔
氏家 健(課長)
六本木 さち子
大橋 享司(課長)
託見 強
河村 英樹
羽根 弓人
本木 秀正
竹下 孝徳(課長)
(株)日立 坂入 実(主管研究
製作所

長)
橋本 雄一郎（主任
研究員）
高田 安章（主任研
究員）
永野 久志（主任研
究員）
長谷川 英樹（研究
員）
菅谷 昌和（主任技
師）
寺田 光一（主任研
究員）
鹿島 秀夫（主任技
師）
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土井 泰徳（技師）
田邊 尚男
鈴木 康孝
川口 洋平（研究員）
熊野 峻（研究員）
所 要 経 費

131.7

（合 計）

156.9

105.4

96.3

74.9

565.2

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１

研究項目２

研究項目３

計

１．委託費及び補助
金
設備備品費

39.0

3.9

6.6

49.5

人件費

61.0

23.7

79.4

164.1

消耗品費

19.2

21.6

46.2

87.0

その他

19.8

14.6

48.9

83.3

(139.0)

(63.8)

(181.1)

(383.9)

26.3

8.5

12.2

47.0

合 計

165.3

72.3

193.3

430.9

２．自主経費

28.5

28.4

77.4

134.3

193.8

100.7

270.7

565.2

0

0

0

0

(直接経費計)
間接経費及び環
境改善費

総 計

３．補助対象外経費

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H22～H26）
① リニアイオントラップ型質量分析装置一式：2010 年 12 月，19 百万円，研究項目 1
② 小型質量分析ユニット 2 台：2012 年 2 月, 10 百万円, 研究項目 1,2,2
③ BPR 組込用自動サンプリング部制御ユニット一式：2012 年 2 月, 7 百万円, 研究項目 3
Ⅲ．実施結果・成果の概要
１． 目標達成度
【技術開発期間終了時】
ミッションステートメントに対する達成度を表 1 に示す。表 1 に示すように、技術開発期間終了時の目標
を全て達成した。
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表 1 ミッションステートメントの達成状況（技術開発期間終了時）
項目

目標

実績

TNT

検出可

検出可

PETN

検出可

検出可

TATP

検出可

検出可

180 個/時間以上

180 個/時間

（検出時間：20 秒以内）

（検出時間：5 秒）

セキュリティゲート

1,200 人/時間以上

1,200 人/時間

内蔵型

（検出時間：3 秒以内）

（検出時間：3 秒）

システム性能

1～100 マイクログラム以下

0.04～3 マイクログラム

検出部の性能

1～100 ナノグラム以下

0.07～30 ナノグラム

検出対象

X 線検査装置内蔵型
検査時間

検出下限

【実証期間終了時】
ミッションステートメントに対する達成度を表 2 に示す。表 2 に示すように、実証試験期間終了時の目標
を全て達成した。
表 2 ミッションステートメントの達成状況（実証期間終了時）
項目
実証試験

目標

実績

実証試験を実施し、結果を

駅、空港、展示会にて実証試験を実施し、その

装置仕様にフィードバック

結果を装置仕様にフィードバックした。
フィルタの簡易交換機構を開発し、必要に応じ

ロバスト性

1 ヶ月以上の連続運転

て 1 回当り 5 分程度の簡易メンテナンスを行うこ
とで 1 ヶ月以上の連続運転が可能。

２.プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
（a） 技術開発期間
技術開発期間の開発物は 3 つに分けられる。高性能のトレース検出装置と、そのトレース検出装置を用
いたトレース検出システム（X 線検査装置内蔵型およびセキュリティゲート内蔵型）である。トレース検出装
置は 2 台作成し、2 つのトレース検出システムに実装した。
トレース検出装置の開発は株式会社日立製作所（以下、日立）と国立大学法人山梨大学（以下、山梨
大）が担当した。トレース検出装置はイオン源と質量分析計から成るが、爆薬分子をイオン化するイオン
源は山梨大が、イオンを分析し爆薬の存在を識別する質量分析部は日立が検討した。
X 線検査装置内蔵型トレース検出システムは日立が開発した。
セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムは日立と日本信号株式会社（以下、日本信号）が開発し
た。特に、爆発物の検出に関わる部分は日立が、トレース検出装置をセキュリティゲートに実装するため
の実装設計は日本信号が担当した。
開発物の写真を図 1、2、3 に示す。各々の開発物の詳細は下記の「研究項目毎の成果」欄に記載し
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た。

図 1 トレース検出装置
（2 台製作）

図 2 X 線検査装置内蔵型
トレース検出システム

図 3 セキュリティゲート内蔵型
トレース検出システム

（コストの検討）
装置の導入コストは、空港等で広く使用されているトレース検出装置の価格と、X 線手荷物検査装置や
セキュリティゲートの価格とを合算した程度を想定しており、特別高額な装置になるとは考えていない。運
用コストに関わる消耗品は、使用環境に応じた定期的なフィルタ交換と、年に一度程度の電極部品及び
真空ポンプオイルの交換だけである。一般的なトレース検査装置が、カバン等の表面を拭き取るための
専用の拭き取り部材を消耗品として用いていることを考えると、運用コストも一般的なトレース検査装置と
同程度であると考えている。
また、現状の装置構成ではゲートと検出部を一対で用いるが、更に導入コストを下げるためには、1 台の
検出部を複数のゲートに接続する構成も考えられる。図 4 は 1 台の検出部に 2 つのサンプリング部（ゲー
ト 2 基に相当）を接続した写真である。2 つのサンプリング部で採取した試料を 1 台の検出部で検出できる
見通しを得た。

図 4 2 つのサンプリング部を 1 台のトレース検出装置に接続した例
（ユーザーニーズの検討）
本研究は既存のセキュリティ機器（X 線手荷物検査装置、セキュリティゲート）にトレース検出装置を組み
込むことを目的としているが、トレース検査を追加しているにもかかわらず、装置の操作性は従来のセキュ
リティ機器と同等である。X 線検査装置内蔵型トレース検出システムの場合、検査員は手荷物をベルトコ
ンベアに載せた後は、トレース検査の結果と手荷物の X 線画像が表示されるのを待つだけである。検査
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のスループットは、約 180 個／時で、従来の X 線検査装置と変わらない。これは、X 線による撮像の間に
次の荷物のトレース検査が終了するためである。また、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムで
は、IC カードにより認証を行っている間に爆薬微粒子のサンプリングが終了する。サンプリングから結果
の判定まで 2～3 秒の時間を要するが、爆発物を検出する頻度が非常に低いことを考えると、運用上は監
視カメラシステムとの連動が有効である。トレース検出システムのアラームが発報した場合に監視カメラの
画像から直前に通過した不審者を確認することができれば、ゲートでの通行制御が不要となるため、2～3
秒の検査時間を待たずに旅客はゲートを通過できる。この場合、スループットは 2,400 人／時が可能であ
り、セキュリティゲートの運用上十分に高いスループットを実現できる。
また、図 2 と図 3 で示したトレース検出システムを展示会等で紹介したところ、ユーザーからはホコリの影
響を心配する意見や、より堅牢性を高めたいという意見があったことから、実証期間も含めて対応策を検
討した（p.15 参照）。
（b）実証期間
実証期間では、開発した爆発物トレース検出システムを駅や空港などのフィールドに設置し、実証試験
を行った。実証試験では、主に、設置環境の影響（塵埃の影響など）、誤報率、一般旅客に対する使用感
のヒアリング調査を行った。また、実証試験で明らかとなった課題を解決するための開発を行った。
図 5 は、駅にセキュリティゲート内蔵型トレース検出システムを設置し、実証試験を実施した際の写真で
ある。

図 5 駅での設置状況（左）及び通行の様子（右）
駅で実施した実証試験では、一箇所で連続した 3 日間（延べ 21 時間。その間クリーニング等のメンテナ
ンスをせず）の運用において、爆薬微粒子を回収するために使用しているフィルタに塵埃が付着するが、
フィルタの詰りは発生せず、爆発物の探知への影響もなかった。また、フィルタ以外に脆弱な部分は見つ
からなかった。駅では終電から始発までの間に 3～4 時間の間があり、旅客が通過する可能性があるのは
1 日あたり 20～21 時間程度である。このことから、駅のような塵埃の多い環境においても、少なくとも丸一
日はフィルタ交換が不要であること、適切なタイミングでフィルタを交換すれば一ヶ月以上の長期にわたり
装置性能を保てることが分かった。また、駅での実証試験は、低温により化学物質の飽和蒸気圧が下が
る冬季に実施したが、爆薬微粒子を気化する気化部の温度を 200℃に保っているので、低温による探知
性能への影響は無かった。
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しかしながら、フィルタは 200℃に加熱されているので、急なトラブルの際に現場の担当者（例えば駅
員）がフィルタを交換するのは困難である。そこで、加熱された状態のフィルタを容易に交換するためのフ
ィルタ簡易交換機構を開発した。図 6 はフィルタ簡易交換機構の構成である。フィルタをカートリッジに保
持してマガジンに詰めておき、圧縮空気により加熱気化部（下部）を下げた後にカートリッジごと押し込む
ことで簡便な交換を可能にした。このフィルタ簡易交換機構を用いれば、約 20 秒で安全にフィルタを交換
することが可能で、フィルタが所定の温度に到達するのを待っても 5 分以内に再測定が可能であることを
確認した。

図 6 フィルタ簡易交換機構の構造（左）及び写真（右）
また、図 3 で示したセキュリティゲート内蔵型トレース検出システムは空港で使用される搭乗券読み取り
機をベースとして開発したが、図 3 から明らかなように、ゲートを飛び越える等により強行突破が可能であ
る。ユーザー等にヒアリングした結果、より強固なセキュリティが求められる重要施設向けに、頑強なセキュ
リティゲートを検討してほしいとの意見があった。そこで、容易には強行突破ができないタイプのセキュリテ
ィゲートにトレース検出装置を組み込んだシステムを試作した。図 7 はボックス型ゲートとトレース検出シス
テムとを組み合わせた例である。ボックス型ゲートでは、検査対象者は入口側の扉を開けてゲート内に入
った後、入口側の扉が閉まり一度閉じ込められる。ゲート内で認証作業を行い、問題が無ければ出口側
の扉が開いてゲートを通過できる構造となっている。そこで、認証時にトレース検査を行うことで、爆発物
の持ち込みを防止する。このシステムでは、強行突破には扉を破壊する必要があるため、ボックス型ゲー
トの採用によりセキュリティの向上を図ることができる。

図 7 ボックス型ゲートを用いたトレース検出システム（左：外観、右：ゲート内の認証部）
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（2）研究項目毎の成果
サブテーマ①トレース検出装置の高性能化
・概要
サブテーマ①では、小型高性能のトレース検出装置の開発に取り組んだ。
一般に、質量分析計のイオン源の動作圧力は、大気圧または低真空と、真空中の二つに大別される。
爆薬分子は非常に壊れやすいため、分子の情報を保ったままイオン化するには、よりソフトなイオン化が
可能な大気圧または低真空でのイオン化が適している。また、生成したイオンを高感度で検出するために
は、質量分析部が設置されている真空部までイオンを導入するための細孔を大きくすると良いことが知ら
れている。細孔を大きくすることで、より多くのイオンが質量分析部に到達するためである。しかしながら、
細孔を大きくすると真空排気に必要な真空ポンプの排気量が大きくなり、装置全体が大型化するというジ
レンマがある。本課題は社会への実装を目指しているため、装置の大型化は避けなければならない。そこ
で、X 線検査装置やセキュリティゲートへの内蔵が可能なトレース検出装置の体積として 200 L を上限に
定め、その範囲内で爆薬分子を高感度で検出できるトレース検出装置の開発に取り組んだ
図 8 にトレース検出装置の構成を示す。爆薬の分子を含む試料ガスを、ソフトかつ高効率にイオン化で
きるイオン源にてイオン化した後、イオンを差動排気部を介して真空部に取り込み、真空部に配置したリ
ニアイオントラップ質量分析部で分析する。イオンの閉じ込め及び引き出しをワイヤに印加した電圧により
行うことで、高感度な分析を可能とした。

図 8 トレース検出装置の構成
開発したトレース検出装置の写真を図 9 に示す。このトレース検出装置は分解してトレース検出システム
に実装するものであるから、カバー等は設けていないが、イオン源、質量分析部、真空ポンプ、装置を駆
動するための電源や制御回路を含めて、体積を 188 L に抑えることができた。
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図 9 開発したトレース検出装置（縦：55 cm、横：51cm、高さ：67 cm）
・目標に対する成果
図 1 に示したトレース検出装置で取得した TNT の検量線を図 10 に示す。また、開発目標と結果を表 3
に示す。開発したトレース検出装置が実用上十分な感度を有していることを確認した。

図 10 TNT の検量線
表 3 トレース検出装置の開発目標と結果
項目

目標

結果

検出対象

TNT、PETN、TATP

全て検出可

検出下限

1～100 ナノグラム

0.07～30 ナノグラム

サブテーマ②X 線検査装置内蔵型トレース検出システムの開発
・概要
サブテーマ②では、簡単な操作で爆発物のトレース検査と X 線による検査とを可能にする手荷物検査
装置の開発を行った。当初は、その名の通り、X 線検査装置にトレース検出装置を内蔵させた、一体型シ
ステムの設計を目指していた。しかしながら、ユーザーにヒアリングした結果、「一体型で開発した場合、
既に多数導入している X 線手荷物検査装置を、全て買い換えなければいけないのか」という導入コスト面
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での心配の声が多く寄せられた。そこで、一体型で開発するよりも、既設の X 線手荷物検査装置に直列
で設置可能な、いわば併設型として開発した方が、社会への実装が早くなると判断して、トレース検出シ
ステムを独立させた設計とした。
図 11 は、手荷物の爆発物検査の流れである。カバンをベルトコンベアに載せると、カバンが所定の位置
に移動したタイミングでノズルから圧縮空気が噴射される。カバンに付着した微粒子は剥離され、回収口
から回収される。回収された微粒子はサイクロン型の濃縮部で濃縮され、加熱気化部へと送られる。加熱
され気化した分子は質量分析部で分析される。分析結果とデータベースとを照合し、爆薬分子が検出さ
れた場合にはアラームを発報する。

図 11 X 線検査装置内蔵型トレース検出システムにおける検査の流れ
図 12 は、X 線検査装置と直列に配置したトレース検出システムの写真および装置内部のイメージである。
図 12 に示すように、このトレース検出システムは既存の X 線検査装置と組み合わせることができ、爆発物
のトレース検査と X 線によるバルク検査とを自動で実施する。従って、ユーザーの操作は手荷物をベルト
コンベアに載せるだけであり、当初予定していた X 線手荷物検査装置内蔵型爆発物探知システムと同一
である。

図 12 X 線検査装置と直列で配置したトレース検出システムの写真（左）および内部イメージ（右）
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・目標に対する成果
図 13 は、X 線検査装置内蔵型トレース検出システムにおけるカバンに付着した PETN の検出例である。
圧縮空気の噴射から約 3 秒で検出された。他の爆薬の検出時間も 2～4 秒であり、噴射から 5 秒以内に
検出できることがわかった。

図 13 カバンに付着した PETN の検出例
開発目標との比較を表 4 に示す。目標を全て達成した。
表 4 X 線検査装置内蔵型トレース検出システムの開発目標と結果
項目

目標

結果

検出対象

TNT、PETN、TATP

全て検出可

180 個／時間以上

180 個／時間

（検出時間：20 秒以内）

（検出時間：5 秒）

1～100 マイクログラム

0.04～10 マイクログラム

検査時間
検出下限

サブテーマ③セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの開発
・概要
サブテーマ③では、セキュリティゲートにトレース検出装置を組み込むことで、ゲートを通過する人に対
して認証と爆発物検査とを同時に行うセキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの開発を行った。
セキュリティゲートには様々な種類があるが、ここでは、爆発物検査のニーズが高い空港を対象に、旅
客が航空機への搭乗の直前に利用する搭乗券読み取り機を用いた。
図 14 は、開発した装置の外観およびカードリーダー部の拡大写真である。微粒子サンプリング部とトレ
ース検出装置の本体（イオン源及び質量分析部）とを主機に配置し、トレース検出装置の制御系や回路
基板を補機側に配置することで、セキュリティゲート内にトレース検出装置を実装した。旅客がチェックイ
ンのため IC カードをカードリーダーに近づけると、IC カードに向けてノズルから圧縮空気が噴射される。
手や IC カードに付着している微粒子は圧縮空気の噴射により剥離され、吸気口より回収される。回収さ
れた微粒子は、図 11 と同様に、サイクロン型の濃縮部で濃縮され、加熱気化部へと送られる。加熱され気
化した分子は質量分析部で分析される。分析結果とデータベースとを照合し、爆薬分子が検出された場
合にはアラームを発報する。
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図 14 セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの外観（左）およびカードリーダー部（右）
・目標に対する成果
図 15 は、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムにおける IC カードに付着した TNT の検出例で
ある。圧縮空気の噴射から約 1 秒で検出された。他の爆薬の検出時間も 1～3 秒であり、噴射から 3 秒以
内に検出できることがわかった。

図 15 IC カードに付着した TNT の検出例
開発目標との比較を表 5 に示す。目標を全て達成した。
表 5 セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの開発目標と結果
項目

目標

結果

検出対象

TNT、PETN、TATP

全て検出可

1,200 人／時間以上

1,200 人／時間

（検出時間：3 秒以内）

（検出時間：3 秒）

1～100 マイクログラム

0.06～10 マイクログラム

検査時間
検出下限
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⑬ K. Hiraoka, M .K .Mandal, L. C. Chen, H. Fujii, K. Yoshimura, S Takeda ： 「 Ambient
desorption/ionization mass spectrometry for minimal sampl」, Kyoto, Japan, 19th International
Mass Spectrometry Conference, 2012.9.12～21、 【国際会議】
⑭ M. A. Habib, L.C. Chen, S. Ninomiya, and K. Hiraoka：「Development of a dual pressure
opening hollow cathode glow discharge ion source for detection of explosives and
explosive-related compounds 」 , Kyoto, Japan, 19th International Mass Spectrometry
Conference, 2012.9.12～21、【国際会議】
⑮ S. Saha, L.C. Chen, M.K. Mandal, and K. Hiraoka：「Development of ultra high sensitive
ambient ionization mass spectrometry using Leidenfrost phenomenon-assisted thermal
desorption」, Kyoto, Japan, 19th International Mass Spectrometry Conference, 2012.9.12～21、
【国際会議】
⑯ 橋本雄一郎，永野久志，高田安章，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，寺田光一，
杉 山 益 之 ， 坂 入 実 ： 「 Auto-sampling Explosives Trace Detector Portal using Mass
Spectrometry」，第 19 回国際質量分析会議（IMSC 2012），2012.9.18、【国際会議】
⑰ 永野久志，橋本雄一郎，高田安章，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，寺田光一，
坂入実：「Explosives Trace Detection by Mass Spectrometry: An Automated Particle Sampler
for Collecting Explosives Particles Adhering to Passenger’s Baggage」，第 19 回国際質量分析
会議（IMSC 2012），2012.9.18、【国際会議】
⑱ 高田安章，永野久志，鈴木康孝，土井泰徳，鹿島秀夫，田邊尚男，菅谷昌和，寺田光一，橋
本雄一郎，坂入実：「自動サンプリング式トレース検出システム」，日本法科学技術学会 第 18
回学術集会，2012.11.15、【国内会議】
⑲ 永野久志，高田安章，橋本雄一郎，鈴木康孝，鹿島秀夫，土井泰徳，菅谷昌和，寺田光一，
坂入実：「サイクロン型微粒子濃縮による爆発物探知システムの開発」，火薬学会 2012 年度秋
季研究発表会，2012.11.15、【国内会議】
⑳ 永野久志，橋本雄一郎，杉山益之，高田安章，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，
寺田光一，坂入実：「Explosives Trace Detection by Mass Spectrometry: An Automated Particle
Sampler for Collecting Explosives Particles Adhering to Passenger’s Baggage」，PITTCON2013，
2013.3.17、【国際会議】
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21
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，寺田光一，
坂 入 実 ： 「 Automatic Explosives Trace Detection Systems using High-speed Particle C
oncentrator」，TRACE EXPLOSIVES DETECTION WORKSHOP 2013，2013.4.8、【国際会議】

22
○

永野久志，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，寺田光一，橋本雄一郎，高田安章，
坂入実：「X 線検査装置に結合する自動サンプリング式トレース検出システムの開発」，日本分
析化学会第 73 回分析化学討論会，2013.5.18、【国内会議】

23
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，寺田光一，
坂 入 実 ： 「 Auto-sampling Explosives Trace Detection Baggage Screener using Mass
Spectrometry.」：61st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics，2013.6.9、
【国際会議】

24
○

S. Saha, M. K. Mandal, K. Hiraoka：「Leidenfrost phenomenon-assisted thermal desorption: A
new desorption technique for ambient mass spectrometry」, Minneapolis Convention Center,
USA, 61st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, 2013.6.9～13、【国際会
議】

25
○

S. Saha, M. K. Mandal, L. C. Chen, S. Ninomiya, K. Hiraoka：「Development characteristics and
applications

of

Leidenfrost

phenomenon-assisted

thermal

desorption

ambient

mass

spectrometry (LPTD ambient MS)」, つくば国際会議場, 第 61 回質量分析総合討論会,
2013.9.10～12、【国内会議】
26
○

長谷川英樹，杉山益之，橋本雄一郎，永野久志，高田安章，坂入実：「逆流型大気圧化学イオ
ン源（CF-APCI）とワイヤ方式リニアイオントラップ（Wire-LIT）を搭載した質量分析計による爆発
物探知」，第 61 回質量分析総合討論会，2013.9.10、【国内会議】

27
○

永野久志，鈴木康孝，鹿島秀夫，菅谷昌和，土井泰徳，田邊 尚男，寺田光一，橋本雄一郎，
高田安章，坂入実：「セキィリティゲートに内蔵した爆発物探知システムの開発とロバスト性評
価」，日本分析化学会 第 62 年会，2013.9.10、【国内会議】

28
○

橋 本 雄 一 郎 ， 永 野 久 志 ， 高 田 安 章 ， 菅 谷 昌 和 ， 寺 田 光 一 ， 坂 入 実 ： 「 High-throughput
automatic explosives trace detection systems using mass spectrometry」，11th International
Symposium on the Analysis and Detection of Explosives，国際爆発物分析会議，2013.10.7、
【国際会議】

29
○

高田安章，永野久志，鹿島秀夫，田邊尚男，菅谷昌和，寺田光一，橋本雄一郎，坂入実：「X
線手荷物検査装置と直結可能なトレース検出システム」，日本法科学技術学会 第 19 回学術
集会，2013.11.14、【国内会議】

30
○

高田安章，永野久志，鹿島秀夫，田邊尚男，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，橋本雄一郎，
坂入実：「高速気流を用いた手荷物からの爆薬微粒子のサンプリング」，火薬学会 2013 年度秋
季研究発表会，2013.12.12、【国内会議】

31
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，坂入実：「Auto-sampling
Explosives Trace Detection Systems using Mass Spectrometry」，PITTCON2014，2014.3.2、
【国際会議】

32
○

永野久志，高田安章，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，土井泰徳，田邊 尚男，橋本雄一郎，
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坂入実：「Explosives Trace Detection by Mass Spectrometry: An Automated Particle Sampler
for Collecting Explosives Particles Adhering to Passenger’s Baggage 」 ， PITTCON2014 ，
2014.3.2、【国際会議】
33
○

高田安章，永野久志，鹿島秀夫，田邊尚男，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，橋本雄一郎,
坂入実：「自動サンプリング式トレース検出システム」，日本質量分析学会 第 62 回総合討論会,
2014.5.14、【国内会議】

34
○

永野久志，川口洋平，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，高田安章，橋本雄一郎，坂入実：「手
荷物に付着した爆発物成分を自動検出する爆発物探知装置の開発」，日本分析化学会
第 74 回分析化学討論会，2014.5.24、【国内会議】

35
○

D. T. Usmanov, L.C. Chen, K. Hiraoka：「Alternating current corona discharge APCI ion source
for the detection of explosives」, Baltimore Convention Center, USA, 62nd ASMS Conference
on Mass Spectrometry and Allied Topics, 2014.6.15～22、【国際会議】

36
○

K. Hiraoka, D. T. Usmanov, S. Ninomiya ： 「 Analysis of non-volatile samples by flash
desorption/mass spectrometry」, Baltimore Convention Center, USA, 62nd ASMS Conference
on Mass Spectrometry and Allied Topics, 2014.6.15～22、【国際会議】

37
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，坂入実：
「Evaluation of high-throughput automatic explosives trace detection systems using the dry
transfer method」，IMSC2014 国際質量分析学会，2014.8.24、【国際会議】

38
○

永野久志，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，高田安章，橋本雄一郎，坂入実：
「 High-throughput Auto-sampling Explosives Trace Detection Systems using Mass
Spectrometry 」 ， 5th

International

Symposium

on

Energetic

Materials

and

their

Applications (ISEM2014)，2014.11.12、【国際会議】
39
○

高田安章，永野久志，鹿島秀夫，田邊尚男，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，橋本雄一郎，
坂入実：「自動サンプリング式トレース検出システムにおける塵埃の影響」，日本法科学技術学
会第 20 回学術集会，2014.11.13、【国内会議】

40
○

永野久志，鹿島秀夫，菅谷昌和，寺田光一，川口洋平，高田安章，橋本雄一郎，坂入実：
「Field Test of High-throughput Auto-sampling Explosives Trace Detection Systems using Mass
Spectrometry at Train Station」，PITTCON2015，2015.3.8、【国際会議】

41
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，熊野峻，川口洋平，坂入実：「Field Tests of Automatic
Explosives Trace Detection System using Cyclone Type Concentrator」、TRACE EXPLOSIVES
DETECTION WORKSHOP 2015，2015.4.27、【国際会議】

42
○

橋本雄一郎，永野久志，高田安章，熊野峻，川口洋平，坂入実：「Sampling Efficiency of
Automatic Explosives Trace Detector using Dry Transfer Method」、TRACE EXPLOSIVES
DETECTION WORKSHOP 2015，2015.4.27、【国際会議】

43
○

橋 本 雄 一 郎 ： 「 Explosives Trace Detection System with Automated Particles Sampler 」 ，
質量分析学会総合討論会，2015.6.19、【国内会議】

29

審査のない講演会
① 坂入実，高田安章，永野久志，橋本雄一郎：「爆発物のトレース検出技術―その原理と応用
―」，防衛技術シンポジウム 2011，2011.11.10、【国内会議】
② 坂入実：「トレース検出装置を用いた爆発物探知システム」，テロ対策セミナー，2013.6.28、【国
内会議】
③ 橋本雄一郎：「X 線手荷物検査装置と直結可能な爆発物検出システム」，火薬学会 爆発性物
質によるテロ対策・探知技術セミナー，2014.2.18、【国内会議】
（ⅴ）受賞等
①

永野久志：「High-throughput auto-sampling explosives trace detection systems using mass
spectrometry」(The Excellent Oral Presentation Award, ISEM2014),2014.11.14

（ⅵ）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
① テロ対策特殊装備展(SEECAT) ’10 併催イベント 安全・安心科学技術プロジェクト講演会：
「自動サンプリング式トレース検出装置を用いた爆発物探知システム」東京ビッグサイト，
2010.10.6
② テロ対策特殊装備展(SEECAT) ’11 併催イベント 安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策
技術等を実用化するプログラム講演会：「自動サンプリング式トレース検出システムによる爆発
物探知」東京ビッグサイト，2011.10.19
③ テロ対策特殊装備展(SEECAT) ’12 併催イベント 安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策
技術等を実用化するプログラム講演会：「自動サンプリング式トレース検出システム」東京ビッグ
サイト，2012.10.18
④ 第 21 回セキュリティ・安全管理総合展 SECURITY SHOW2013:日本信号ブース、試作機の展
示，東京ビッグサイト，2013.3.5～7
⑤ WORLD CITIES SUMMIT MAYORS FORUM: 「 Explosives Trace Detection System with
Automated Particles Sampler」, SANDS EXPO & CONVENTION CWNTER, MARINA BAY
SANDS, SINGAPORE, 2014.6.1～4
⑥ テロ対策特殊装備展(SEECAT) ’14 アドバンスト･セミナー先端技術が支えるセキュリティの将
来：「自動サンプリング式トレース検出システム 次世代のセキュリティシステム構築に向けて」東
京ビッグサイト，2014.10.15
⑦ 研究会：「イオン化過程に関する研究会」, 山梨大学，2014.11.28
⑧ 第 23 回セキュリティ・安全管理総合展 SECURITY SHOW2015: 日本信号ブース、試作機の展
示，東京ビッグサイト，2015.3.3～6
⑨ プレス発表：「爆発物探知装置を内蔵した搭乗券読取装置を試作 IC カードや携帯端末に付
着した爆発物微粒子を探知」，2012.10.3
⑩ プレス発表：「手荷物に付着した爆発物成分を自動検出する爆発物探知技術を開発 X 線検査
装置に併設して空港・重要施設の安全性を向上」，2013.9.25
⑪ プレス発表：「ゲート内蔵型爆発物探知システムの東京地下鉄霞ケ関駅における実証試験のお
知らせ」，2014.2.12
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３．研究計画・実施体制
（１）研究計画の妥当性
（ⅰ）当初計画の見直し・変更の有無と経緯・理由
X 線検査装置内蔵型トレース検出システム、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの開発と
実証試験に関しては、予定通り進捗した。なお、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムでは、
実証試験期間中にゲートの堅牢化という要望が非常に多かったことから、当初開発したフラッパーゲ
ートの部分をボックス型ゲートに変更したものについても試作を行い、評価した。
（ⅱ） 再審査コメントへの対応
（再審査コメント）
(1)技術開発期間終了時の目標達成度
技術開発は着実に進んでおり、検出対象、検出時間、検出下限についていずれも目標はほぼ達成
されている。項目によっては当初目標をかなり上回る成果も得られている。また、採択時のコメントへの
対応も適切になされている。ただし、新規に開発中の低真空イオン源の進捗は若干遅れており、開発
の加速を期待する。
実用試験に向けてはコスト低減も含めた開発を期待する。また、プレス発表を行ったセキュリティゲー
ト内蔵型トレース検出システムについては環境試験などに注力し、X 線検査装置内蔵型トレース検出
システムについては、検査時間の更なる短縮を目標に開発を進めることを期待する。
（対応）
イオン源は、爆発物分子を高効率にイオン化し、加えて長時間安定に作動させる必要がある。山梨
大学との連携の中で、爆発物分子の分子イオンの特性を理論的側面から見直し、さらに放電イオン源
による実験的検証から、主にイオン種として、分子イオン M－（TNT の場合）と付加イオン（M+NOx）－
（RDX の場合）が生成されることが確認できた。この 2 種類のイオン種を効率的に同時に生成するため
に、放電部、大気圧下におけるイオン分子反応領域、低真空におけるイオン分子反応領域を備えた
イオン源を製作した。加えて、イオン源全体の温度を一定にして分子の吸着を防止すると共に、イオン
分子反応領域における加速電圧の最適化を行い、爆薬分子を高効率でイオン化できる新しいイオン
源を開発した。さらに、質量分析部においては正負両極性の高速切り替え検出、M－と（M+NOx）－の
強度がそれぞれ最大になるような複数の分析条件による高速連続測定を実現した。現在、これらを組
み合わせた装置構成を採用している。
現在、事業化に向けて、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの製品開発に着手している。
この設計では、実証試験で得られた知見を生かして、必要な機能に絞るという観点から、①質量分析
部の制御電源部のコスト低減、②微粒子サンプリング部の部品点数見直しによるコスト低減を図って
いる。加えて、低コスト化という観点から複数のセキュリティゲートを一台のトレース検出装置に接続す
る複数サンプリング型トレース検出システムを検討した。
セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムでは、環境試験の観点から、①従業員による連続通
過試験、②JIS 規格による塵埃を用いた加速試験、③数千人規模の実証試験を実施し、その結果を
踏まえて、連続運転可能な塵埃対策技術（大きな塵埃除去技術、フィルタ自動交換技術）を開発し、1
ヶ月連続を実現した。この方式は、製品に採用される予定である。
X 線検査装置内蔵型トレース検出装置では、手荷物をベルトコンベアで移動させながらトレース検査
ができるように空気の噴射シーケンスを見直し、検査の高速化を測った。その結果、手荷物検査全体
で見ると検査のスループットを決めるのは X 線で撮像した画像の人による確認であり、トレース検査の
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有無はスループットに影響しないことが分かった。従って、最終的な製品仕様は X 線検査装置との連
携の中で決定していく。
（再審査コメント）
（２）実証試験の見通し
実証試験については、検知装置はほぼ完成しており、実際に使用する可能性のある国際空港で計
画するなど具体的であり、環境は整っている。現場で起こり得る妨害要因等についても明らかにし、使
い勝手を含む高い完成度のシステム構築を期待する。
また、本システムは空港のみならず、様々なセキュリティゲートに応用可能と考えられるため、より広範
囲な社会実装を期待する。
（対応）
予想される最大の妨害要因は、塵埃である。空港、地下鉄の駅といった場所によって塵埃の量は大
きく異なり、実証試験を通してその汚染の程度を把握できたので、どの場所では、どの程度の対策を
実施すべきかが把握できた。今回の装置では、軽い塵埃対策の場合にはフィルタ自動交換技術、より
塵埃対策が求められる場合には、大きな塵埃除去技術とフィルタ自動交換技術の 2 種類を用いること
にした。
より広範囲の社会実装を目指して、重要施設における入退室時の爆発物検査、重要イベントなどで
のセキュリティシステムとしても展開を検討している。それらに向けた実証試験も実施し、多くの方から
ご意見をいただいた。
（ⅲ）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）の有無とその変化に対
する対応
セキュリティシステムの強化はいろいろな分野に及んでいる。しかし、どの分野においても、利便性の
観点から、「誤報率の低さ」と「探知時間の短さ」とはトレードオフの関係にある。すなわち、誤報率を低
く抑えるために探知時間を長くすることは難しく、一方で、探知時間は短いが誤報率が高くては使いも
のにならない。理想的な爆発物探知の方法論がない以上、その仕様を出すことは非常に難しい作業
となる。セキュリティシステムの事業化の難しさはまさにこの点にある。
現在、日本には爆発物探知の認証システムがない。日本で事業化するにあたっては、次の 2 つのパ
ターンがある。①装置導入先が仕様を決定し、それに合致した製品を開発して売り込む。重要施設の
セキュリティシステムのケースはこれにあたる。②海外認証、ECAC：European civil aviation conference
（欧州民間航空会議）あるいは TSA：Transportation Security Administration(米国運輸保安局）を取得
して、日本の公的機関に売り込む。日本の空港のケースはこれにあたる。
現在、責任機関の日立では、海外認証を取得すべく、欧州に担当者を派遣することとした。その調査
にあたっては、東京国際空港（羽田空港）での実証試験をリードしていただいた、 国際航空運送協会
（IATA)ジュネーブ本部に全面的に協力いただけることになった。本プロジェクトを実施した意味のひと
つはここにあると言える。

32

（２）実施体制の妥当性
本プロジェクトは、日立が責任機関、山梨大学と日本信号が参画機関である。トレース検出システムの
開発では長寿命イオン源の開発がポイントとなるが、ここは日立が山梨大学と連携した。その結果を受け
て、小型トレース検出装置を日立が完成させた。セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムでは、シ
ステム化にあたり日本信号と連携した。また、X 線検査装置内蔵型トレース検出システムでは、協力機関
の（株）日立パワーソリューションズから X 線検査装置を借用し、システム評価を実施した。
加えて、半年に 1 回程度の頻度で諮問委員会を開催した。諮問委員には、セキュリティ対策の専門家、
安全対策の運用面での専門家、質量分析計・システムに関する技術的な専門家に就任いただいた。そ
の結果、技術開発期間、実証期間など、いろいろなポイントにおいて適切なご指導をいただき、プロジェ
クト全体を円滑に進めることができた。
地下鉄の駅での実証試験にあたっては、国土交通省鉄道局のご指導を含め、東京地下鉄株式会社
に協力いただいた。この実証試験は霞ケ関駅で実施したため、警察庁、国土交通省など関連省庁の方
に見学いただき、重要イベントに向けた大きなアピールの場にもなった。
一方、空港での実証試験は、成田国際空港を含めいろいろと検討したが、この過程で、国際航空運送
協会（IATA）と接点があり、国土交通省航空局のご指導のもと、国際航空運送協会（IATA）および国際空
港評議会（ACI）共催の「Smart Security プロジェクト」の一環として実証試験を実施することとなった。最終
的に、東京国際空港（羽田空港）で実施し、事務局長を含む IATA 幹部のご視察を受け、高い評価を得
るなど、画期的な実証試験となった。その結果、日立は欧州認証(ECAC)取得に向けた活動を開始した。
さらに、テロ対策特殊装備展への出展を通じ、原子力規制庁、電力会社の方と議論する機会を得て、セ
キュリティゲート内蔵型トレース検出システムが、重要施設における爆発物探知を備えた入退室システム
に適合するという評価を受け、重要施設における実証試験につながった。結果、当該分野での事業化が
決まった。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組
本プロジェクト終了後の事業化ロードマップの概略を以下に示した。簡単には、①重要施設入退室管理
向けセキュリティシステムの事業化、②欧州認証(ECAC)取得後の重要施設向けセキュリティシステムの事
業化、③重要イベント向けセキュリティシステムの事業化、が今後の主なターゲットとなる。①の製品開発
プロジェクトは、日立、日本信号により既にスタートしており、本プロジェクトで開発したシステムがほぼ踏
襲される。また、この製品が、将来、②、③へ横展開されることになる。
なお、欧州認証(ECAC)取得に当たっては、2014 年度に実施した東京国際空港（羽田空港）実証試験
をリードいただいた、国際航空運送協会（IATA）ジュネーブ本部に全面的なご支援をいただけることにな
った。これにより、認証取得プロセスは大きく進展すると考えられる。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本プロジェクトの責任機関である日立は、これまで拭き取り型不正薬物探知システム、拭き取り型爆発物
探知システム、PCB 処理施設向け PCB モニタリングシステム、遺棄化学兵器向け化学剤モニタリングシス
テムなど環境・セキュリティシステムを事業化し、安全・安心な社会実現に向け貢献してきた。本プロジェク
トの実証試験を通して、国産の、しかもより高性能のセキュリティシステムへの期待が大きいことを改めて
強く感じた。
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昨今の世界状況を踏まえ、当該セキュリティ分野は世界的に注目される分野である。本プロジェクトの成
果は海外も含め積極的に発信するように努めてきたが、特に海外からの反応が多く、自動で爆発物微粒
子をサンプリングして質量分析計で探知するという本プロジェクトのコンセプトと開発した技術の妥当性が
確認できた。
また、実証試験を通して様々な顧客と議論する機会を得て、重要施設における従業員の入退室管理、
重要施設における作業員検査など、具体的な展開先を発掘することができた。実際に実装できれば、新
たなセキュリティシステム市場を構築できることになる
Ⅳ．自己評価
１．目標達成度
目標を 100％達成した。
X 線検査装置内蔵型トレース検出システム、セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムを完成させ、
これらのシステムを用いて実証試験を完遂した。
２．プロジェクト全体としての成果
目標を 100％達成した。
プレス発表を踏まえ、成果を国内外に問うた結果、高い評価を受けた。その結果、セキュリティゲート内
蔵型トレース検出システムの事業化が決定した。
３．研究計画・実施体制
(研究計画)
技術開発期間については、ほぼ当初の予定通り遂行した。
実証期間中はプレス発表の反響もあり、多方面から実証試験のご要望をいただき、実証試験を予定以
上の回数、実施することができた。
（実施体制）
諮問委員会、参画機関、協力機関を含め、本プロジェクトを遂行するにあたり、有効に機能した。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
事業化を決定した。
セキュリティゲート内蔵型トレース検出システムの事業化が重要施設向けに決定した。
欧州認証(ECAC)を取得するために、日立から担当者を日立ヨーロッパ社に派遣することとした。

34

