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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： 化学剤の網羅的迅速検知システムの開発
■テーマ： ６．化学剤現場検知システムの開発
■責任機関名： 科学警察研究所
■研究代表者名（役職）： 瀬戸康雄（法科学第三部長）
■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： ４０７.5 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
サリン（GB）などの化学兵器用剤
（化学剤）の大半は化学兵器禁止
法で製造、所持、使用が禁止され
ているが、1990年代半ばにオウム真
理教団により松本、東京地下鉄で
サリンが散布され、未曾有の被害を
出し世界を震撼させた。9.11同時多
発テロ以降、化学剤を使ったテロの
脅威は顕在化し、2013年にもシリア
内戦でGBが使われ多数の死傷者
を出し、ISは、化学兵器に興味を示
している。来る2020年東京オリンピ
ック・パラリンピックなど、大規模イベント、重要施設、水際でのテロの発生が危惧され、その対策は急
務である。20世紀終わり頃から、テロ発生後の現場で危険物を検知する資機材の開発が進み、欧米企
業で製造した検知資機材が現場に導入され、初動措置隊が現場検知活動を実施している。しかし、現
状の現場検知資機材の性能に関しては、検知剤種に限りがある（偽陰性の可能性）、検知感度が低い、
誤警報が多い（偽陽性の可能性）、使い勝手がよくないなど、抜本的な改良が必要と認識されている。
図１に、化学剤の性質と市販の現場化学剤検知資機材の性能の関係を示す。
今回の文部科学省の、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の
公募要領では、「安全・安心な社会の構築に資する科学技術において、犯罪・テロ対策や化学品等に
よる特殊な事故対応のための技術は重要な分野の一つである。当該分野の技術の主たるユーザーが
関係府省庁とその関係機関であることを踏まえ、関係府省庁との連携体制の下、具体的な現場ニーズ
に基づいた研究開発テーマを設定し、審査、技術開発及び実用化に向けた実証試験までを一体的に
行う。」とされ、化学剤現場検知に係るテーマ６「化学剤現場検知システムの開発」での公募要領には、
「化学剤が散布されたテロ現場で用いる現場検知が可能な簡易型化学剤検出装置を開発する。装置
には可搬性が求められる。検査対象物質は以下のとおりである。神経ガス（タブン、サリン、ソマン、VX
ガス等）、びらん剤（マスタードガス、ルイサイト等）、血液剤（青酸ガス、シアン化塩素等）、窒息剤（塩
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素ガス、ホスゲン等）、くしゃみ剤（ジフェニルクロロアルシン、ジフェニルシアノアルシン等）、催涙剤（ト
ウガラシスプレー、CSガス等）。上記物質に対して可能な限り網羅的に検出ができることが望まれる。検
出限界は致死量の1/1000以下であることが望ましい。検知の際には、化学剤名の同定が求められ、物
質名の同定までできることが望ましい。また、定量性があることが望ましい。検査時間は30秒以内である
ことが望ましい。誤判定率１％以下であることが望ましい。」と採択条件を示している。
我々は、これまでの現場検知資機材の性能評価、化学剤検知装置の開発研究を踏まえ（原著論文
③、出版書籍①）、「化学剤の網羅的迅速検知システムの開発」というプロジェクト名で以下に示すよう
な研究提案、ミッションステートメントをもって提案し、採択された。
２．研究の全体像
イオンモビリティースペクトロメトリー
（IMS）装置、並びに電子サイクロトロ
ン共鳴イオン化質量分析（ECRIS-M
S）装置（再審査後：電気化学センサ
ー（ECS）装置）を合体させた複合検
知システムを開発する。IMS 技術に
関しては、 線源やコロナ放電機構
に加えて、大気圧イオン化（API）機
構などを検討して、ガス性化学剤、
難揮発性化学剤の検出感度を向上
させる。また、各種ドーパントを検討
して、検知感度の低い化学剤の高感
度化、妨害物による干渉解除を狙う。
ECRIS-MS 技術に関しては、各元素
の出現検出パターンより化学剤種の
同定法を確立し、RF 値を適切に設
定することにより対象分子から特徴的
なフラグメントイオンを生成せしめ、化
学剤ごとに RF 値と構造情報との相関
を検討し、化学剤の同定能を向上さ
せる（図２）。再審査後、ECS 技術に
関しては、複数の既存定電位電解方
式のセンサーに関して、化学剤の応答性、干渉性を測定して、センサーごとに化学剤検知感度、干
渉状況を把握する。新規に検知プログラムを考案して、多変量解析的にアレイ化した複数種のセン
サー出力を統合して、化学剤の半定量、定性能を検証する（図３）。
IMS 装置および ECRIS-MS 装置（再審査後：ECS 装置）を各々設計・試作し、両装置を合体させ、
化学剤検知アルゴリズムを考案し、複合検知システムを開発する。化学剤実剤、妨害物質を用いて、
システムの検知性能を検証する。
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３．ミッションステートメント
【技術開発期間終了時】
IMS 装置および ECRIS-MS 装置を試作する。検知性能として、網羅性：想定される化学剤に対して
警報を発する；検知感度：代表的化学剤に関して 1/100 の LCt50 濃度レベル（1/1000 を目指す）；警報
時間：1 min 以内（0.5 min 以内を目指す）；検知正確性：市街地などのテロ現場に存在する妨害物質に
よる干渉に関して、化学剤種の 10 倍種の通常物質に反応しない性能を確保し、100 倍種の通常物質
に反応しないことを目指す；携帯性：100 kg、0.5 m3 以内の可搬型装置とする。装置の制御は別々に行
う。
【実証期間終了時】
IMS 装置および ECRIS-MS 装置からなる複合システムとなり（再審査時に以下に変更：IMS 装置を中
心とした検知システムとなり）、装置制御は統一され、大気を自動に吸引して連続的に化学剤の剤
種と濃度警報を自動で発する一体型装置検知器を試作する。検知性能として、網羅性：想定される化
学剤に対して警報を発する；検知感度：代表的化学剤に関して 1/100 の LCt50 濃度レベル（1/1000 を
目指す）；警報時間：1 min 以内（0.5 min 以内を目指す）；検知正確性：市街地などのテロ現場に存在す
る妨害物質による干渉に関して、化学剤種の 10 倍種の通常物質に反応しない性能を確保し、100 倍
種の通常物質に反応しないことを目指す；携帯性：50 kg、0.2 m3 以内の可搬型装置；同定・定量性：剤
種の同定が可能であり、濃度の半定量値を表示する。
４．研究計画
（１） 全体
全体の研究を、「総括、検知技術・装置の検証」、「IMS 装置開発」、「ECRIS-MS 装置開発」、「ECS
装置開発」、「複合装置開発」、「実証試験」の６つの研究項目に分類する。
「総括、検知技術・装置の検証」においては、開発を目指す技術・装置の性能、仕様を決定し、参画
機関が装置開発において使用する化学剤擬剤を選択する。また、市販 IMS 検知器を性能評価する。
そして、検知対象となる化学剤を製造し、試作した検知装置の性能を検証する。
「IMS 装置開発」においては、技術開発期間内で、IMS 装置のプロトタイプ機（大型）を設計し、試作
する。試料吸引部、イオン化部、ドリフトチューブ、乾燥ガス吸気系、検出器、エレクトロニクスからなる
試作装置に対して、化学剤擬剤を用いて IMS 検知装置としての基本性能を確保する。イオン化機構を
詳細に検討する必要上、幾つかの方法によって大気圧下でイオン化した試料を質量分析して検出す
る装置を開発し、試作したイオン源およびドリフトセルを接続して、1) イオン化の方法、2) ドリフトセル
の電極構造、3) イオンシャッターの方式と形状、4) 試料ガス取り込み方法、5) ドリフトガス導入方法に
ついて、試作品の性能評価を行う。実用装置ではイオン電流をコレクターで測定するが、コレクターの
代わりに質量分析装置を接続して、イオン種の質量を特定した移動度を測定し、イオン化によるフラグ
メンテーションパターン、絶対強度など、化学種特定に必要なデータベースの整備を同時に行う。イオ
ン化方法の選択、ドーパント導入効果の確認など、擬剤を用いて種々の測定を行う。
次に、化学剤実剤を用いて技術開発用 IMS 装置の性能を検証する。化学剤分析の問題点を抽出し、
神経ガスの検知を達成する。放射線源、コロナ放電、API などのイオン化機構に関して、ガス性化学剤
で最適なイオン化機構を採用する。また、アンモニア、アセトン、ジクロロメタンなどのドーパント効果を
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確認し、正負イオンモードごとに最適なドーパントの選択を提案する。IMS で分離した化学剤由来のイ
オンの構造を決定するために、試作 IMS 装置に飛行時間型質量分析計を接続して、試料の分析を行
う。最終的に、最適化したプロトタイプ IMS 装置を用いて、化学剤実剤に対して性能を検証し、妨害物
質による干渉を確認する。その成果を受けて、実用 IMS 装置を設計する。
実証期間内で、実用 IMS 装置を試作し、擬剤を用いて性能を微調整する。改良装置について、実
剤を用いて性能を検証する。また、様々な環境条件下での装置の安定性を検証し、新規にイオン化機
構などの技術を創成して、有望な新技術を実用 IMS 試作器に盛り込む。そして、検知プログラムを考案
して、IMS 分析取り込み信号を解析して、最適なアルゴリズムを構築する。試作した検知プログラムを実
用 IMS 装置に組み込んで、実剤を用いた実験を実施し、定量用検量線データベースを構築する。
「ECRIS-MS 装置開発」においては、先行研究で開発された大気中の微量金属高感度検知用
ECRIS-MS 装置を改良して、揮発性低分子化合物の検知を可能とするように、試料注入部分、イ
オン化部分を小型化も含めて変更設計し、化学剤中の特徴ある元素を監視元素として検出する。
まず、導入部の設計変更を行い、バックグラウンドノイズレベルの低減を達成する。次に、小
型化された ECRIS-MS システムを技術開発用 ECRIS-MS 装置として試作する。試作にあたっては
数種類のタイプ別 ECR を用意し、試験結果により一つに決める。技術開発期間における分析部
および検出部は仕様に見合った市販品の小型四重極質量分析計を採用し、小型化における性能
の評価見積を行う。技術開発期間の試作品におけるその他の開発内容としては、フライトチャ
ンバー、高周波電源、大気導入系、それらを制御する統合システムの開発がある。完成する技
術開発用 ECRIS-MS 試作装置を用いて、擬剤による性能検証を行い、各開発要素における測定条
件の最適化をはかり、装置構成の微調整をする。最終的に、実剤を用いて、化学剤検知の性能
を検証し、妨害物質による干渉を確認する。平行して、フラグメント化の RF 依存性を検討し、
最適な条件を得、実用 ECRIS-MS 装置の設計に入る。再審査の結果、検知性能ミッションステートメ
ント達成の見込みが低く、開発を断念することとなった。
「ECS 装置開発」においては、多数の既存定電位電解方式の ECS に関して、化学剤の応答性、干
渉性を測定して、センサーごとに化学剤検知感度、干渉状況を把握する。新規に検知プログラムを考
案して、多変量解析的にアレイ化した複数種のセンサー出力を統合して、化学剤の半定量、定性能を
検証する。この過程で、採用するセンサーが決まる。そして、実用 ECS アレイを完成させ、実剤を用い
て検知性能を検証する。そして、検知プログラムを考案して、ECS 分析取り込み信号を解析して、最適
なアルゴリズムを構築する。試作した検知プログラムを ECS 装置に組み込んで、実剤を用いた実験を
実施し、定量用検量線データベースを構築する。
「複合装置開発」においては、技術開発期間最終段階で試作した実用 IMS 試作装置および実用
ECRIS-MS 試作装置の検知信号部を合体させる。化学剤ごとに検知アルゴリズムの可動性を確認し、
微調整する。再審査の結果、ECRIS-MS 装置開発を断念し、IMS との複合の相手を ECS とした。実証
期間では、実用 IMS 試作装置および実用 ECS 試作装置の検知信号部を合体させ、化学剤検知アル
ゴリズムを考案する。原則的に IMS 検知信号に基づいて検知された化学剤に相当する ECS 信号が数
値レベルで相対して確認できれば、正式な検知結果とする。化学剤ごとに検知アルゴリズムの可動性
を確認し、微調整する。「実証試験」においては、化学剤実剤、妨害物質を用いて、システムの検知性
能を検証する。
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（２） １年目
(a) 開発を目指す技術・装置の性能、仕様の決定、化学剤擬剤の選択
(b) 化学剤の製造、市販 IMS 検知器の性能評価
(c) 技術開発用 IMS 装置の試作、擬剤を用いた検知性能の検証
(d) IMS 装置のイオン化機構（63Ni 放射線源、コロナ放電、API）の検討
(e) 技術開発用 ECRIS-MS 装置の試作、擬剤を用いた検知性能の検証
(f) ECRIS-MS 装置における RF 依存性フラグメント化の検討
（３） ２年目
(a) 化学剤の製造、市販 IMS 検知器の性能評価
(b) 技術開発用 IMS 装置の実剤を用いた検知性能の検証
(c) IMS 装置のドーパント効果の検討
(d) 技術開発用 ECRIS-MS 装置の実剤を用いた検知性能の検証
(e) ECRIS-MS 装置の検知プログラムの考案
（４） ３年目
(a) 化学剤の製造、市販 IMS 検知器の性能評価
(b) 技術開発用 IMS 装置の最終版の検知性能の確認
(c) 実用 IMS 装置の設計
(d) 技術開発用 ECRIS-MS 装置の最終版の検知性能の確認
(e) 実用 ECRIS-MS 装置の設計
(f) 技術開発用複合装置の試作と性能確認
（５） ４年目
(a) 化学剤の製造
(b) 技術開発用 IMS 装置を用いた新規検知性能の創成
(c) 実用 IMS 装置の試作、擬剤、実剤を用いた性能確認
(d) 実用 ECS 装置の試作、擬剤、実剤を用いた性能確認
(e) 実用 ECS 装置検知プログラムの考案
(f) 複合システムの検知プログラムの考案
（６） ５年目
(a) 化学剤の製造
(b) 実用 IMS 装置を用いた新規検知性能の創成
(c) 実用 ECS 装置の試作、擬剤、実剤を用いた性能確認
(d) 複合システムの試作、検知性能の確認
(e) 複合システムの実剤を用いた性能検証
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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

総括、検知技術・ 開発項目の決定
装置の検証
擬剤の選定

化学剤の製造
市販 IMS 検知器
の性能検証

IMS 装置開発

技術開発用 IMS
装置の試作

実用 IMS 装置の
プロトタイプ装置 試作
最終確認
実用 IMS 装置の
擬 剤 を 用 い た 検 技術開発用 IMS
実剤検証
知性能検証
装置の実剤検証
分離ピークの帰属
イオン化機構の
実用 IMS 装置の
新規検知性能の
検討
ドーパント効果の 設計
創成
検討
検知プログラムの 検 知 プ ログ ラ ム
考案
の実装
（再審査により以
降開発終了）

ECRIS-MS 装置開 技 術 開 発 用
発

ECRIS-MS 装 置
の試作
擬 剤 を 用 い た 検技 術 開 発 用
知性能検証
ECRIS-MS 装置
の実剤検証

ECS 装置開発

プロトタイプ装置
最終確認

（再審査により以 実用 ECS 装置の
試作
降開発開始）
プロトタイプ ECS
装置の試作
実剤を用いた検
知性能検証

複合装置開発

検 知 プ ログ ラ ム
検知プログラムの の実装
考案

プロトタイプ（IMS 実 用 複 合検 知 用 実用装置（IMS、E
と ECRIS-MS）装 検知プログラムの CS）の複合
置の複合
考案
プロトタイプ（IMS
と ECRIS-MS）複
合装置の実剤検
証

実用複合検知プ
ログラムの実装

実用（IMS、ECS）
複合装置の実剤
検証

実証試験
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５．実施体制
＜研究実施体制図（図 4）＞

＜実施体制一覧＞
研 究 項 目
1. 統括、検知技術・装置の検証

2. IMS 装置開発
(1) 装置製作

(2) 技術開発

(3) 検知プログラム製作
3. ECRIS-MS 装置開発

４．ECS 装置開発
(1) 装置製作
(2) 検知プログラム製作
５．複合装置開発

担当機関等
科学警察研究所 法科学第三部
同 化学第五研究室

研究担当者
◎瀬戸康雄（部長）
大森毅（室長）
金森美江子（主任研究官）
柘浩一郎（主任研究官）
大沢勇久（主任研究官）

理研計器(株) 研究部

中野信夫(部長)
杉山浩昭（課長）
西出龍弘（主任）
石崎温史（主任）
座間洋子
川原康雄（課長）
大工原健児（主任）

首都大学東京 理工学研究科

田沼肇(教授)

科学警察研究所

瀬戸康雄 他

理化学研究所

木寺正憲 他

理化学研究所 仁科加速器研究
センター

木寺正憲（加速器研究員）
高橋和也（先任研究員）
卜部達也（研究員）
北川路子（研究員）

理研計器(株)

中野信夫 他

理化学研究所

木寺正憲 他

理研計器(株)

中野信夫 他

理化学研究所

木寺正憲 他

◎ 研究代表者
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６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
立教大学理学部 教授 小泉哲夫
（独）産業技術総合研究所 室長 前田恒昭
（独）放射線医学総合研究所 室長 北川敦司（平成２２年７月～平成２５年３月）
東京理科大学工学部 教授 田中龍彦（平成２２年７月～平成２５年３月）
内閣府 政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 参事官補佐
警察庁警備局警備課 課長補佐
総務省消防庁国民保護・防災課 参事官補佐
防衛省経理装備局技術計画官付技術調査・交流室 防衛部員
国土交通省海上保安庁警備救難部警備課 特警係長（平成２６年７月～平成２７年３月）
内閣官房副長官補（危機管理担当）付 参事官補佐 オブザーバー
(株)日本エーピーアイ 代表取締役社長 溝上員章 協力機関
(株)日立製作所中央研究所 主任研究員 奥村昭彦 協力機関（平成２２年７月～平成２５年３月）
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１０月２６日）
議題： プロジェクトの方針説明・討論
平成 23 年度第一回（平成２３年７月６日）
議題： プロジェクトの進捗管理、大震災後の計画策定
平成 23 年度第二回（平成２３年１０月２８日）
議題： プロジェクトの進捗管理、複合システムの仕様確認
平成 23 年度第三回（平成２４年３月９日）
議題： プロジェクトの進捗管理、技術開発期間装置の確認
平成 24 年度第一回（平成２４年１１月２日）
議題： プロジェクトの進捗管理、再審査ヒアリングを受けての方針
平成 24 年度第二回（平成２５年３月８日）
議題： プロジェクトの進捗管理、再審査指示を受けての計画変更
平成 25 年度第一回（平成２５年１０月１６日）
議題： プロジェクトの進捗管理、再審査後のシステム開発進捗
平成 25 年度第二回（平成２６年２月２６日）
議題： プロジェクトの進捗管理、ユーザーヒアリング開始
平成 26 年度第一回（平成２６年１０月３１日）
議題： プロジェクトの進捗管理、実用装置の仕様
平成 26 年度第二回（平成２７年３月１０日）
議題： プロジェクトの最終進捗管理、完成試作器の確認
(b) 運営委員会
平成 22 年度第一回（平成２２年８月６日） キックオフ
平成 23 年度第一回（平成２３年１０月２１日） プロジェクト方針確認
平成 23 年度第二回（平成２４年２月９日） 諮問委員会準備
平成 24 年度第一回（平成２４年７月１０日） 試験期間装置完成
平成 24 年度第二回（平成２４年１０月２５日） 再審査ヒアリング対策
平成 24 年度第三回（平成２５年１月１１日） 再審査指示検討
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平成 25 年度第一回（平成２５年８月８日） 実用装置作製進展状況
平成 25 年度第二回（平成２６年２月１０日） 諮問委員会準備
平成 26 年度第一回（平成２６年６月４日） 実用装置最終製造案
平成 26 年度第二回（平成２６年１０月２８日） 諮問委員会準備
平成 26 年度第三回（平成２７年２月１９日） 最終諮問委員会準備、試作装置確認
(c) 研究成果報告会
なし
Ⅱ．経費
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
研 究 項 目

担当機関等

(単位：百万円)
所要経費（補助対象経費）

研 究
担当者

1. 統括、検知技

科学警察研究 瀬戸康雄 他

術・装置の検証

所

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

13.5

29.6

38.2

18.8

21.6

121.7

合計

（2.(2)含む）
2. IMS 装置開発
(1)装置製作

理研計器(株)

中野信夫 他

13.6

25.4

22.2

57.7

17.5

136.4

(2)技術開発

首都大学東京

田沼 肇

34.7

15.0

9.3

7.6

1.0

67.6

3．ECRIS-MS 装

理化学研究所

木寺正憲 他

34.9

18.0

19.4

7.6

1.9

81.8

88.0

89.1

91.7

42.0

407.5

（4(1)、5 含む）

置開発 （2(3)、
4(2)、5 含む）

所 要 経 費

96.7

（合 計）
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

58.5

人件費

29.7

34.0

122.2

64.8

23.0

87.8

消耗品費

3.6

78.3

10.9

92.8

その他

54.4

11.9

4.4

70.7

(直接経費計)

(116.5)

(184.7)

(72.3)

(373.5)

間接経費及び環境

5.2

15.3

7.6

28.1

121.7

200.0

79.9

401.6

改善費
合 計
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２．自主経費
総 計
３．補助対象外経費

0

3.9

1.9

5.8

121.7

203.9

81.8

407.5

0

0

0

0

【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 研究用四重極質量分析コンポーネント：平成２２年９月、6 百万円、研究項目２（首都大）
② 小型 ECR イオン源永久磁石：平成２３年３月、７百万円、研究項目 3
③ イオンモビリティースペクトロメーター：平成２３年１０月、７百万円、研究項目１
④ 飛行時間型質量分析計：平成２５年１月、２４百万円、研究項目１
⑤ 1 次元 GC ハートカット 2 次元 GC 分離装置：平成２６年２月、5 百万円、研究項目１
⑥ プラズマイオン化検出器付ガスクロマトグラフ：平成２６年１０月、6 百万円、研究項目１
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】
IMS プロトタイプ装置と ECRIS-MS プロトタイプ装置の試作は達成している。検知性能に関して、警報
時間は、IMS 装置、ECRIS-MS 装置ともに 1 min 以内検知を達成している。検知感度は、IMS 装置では
検討した化学剤 16 種すべてにおいて 1/100 の LCt50 値の基準を達成し、ECRIS-MS 装置ではマスタ
ードガス、ホスゲンについて 1/100 の LCt50 値の基準を達成している。検知正確性は、IMS 装置では検
討した８剤について干渉がないことを確認している。ECRIS-MS 装置では、元素特異的検知原理に基
づき、化学剤と同じ特異元素を有する干渉物質に対して偽陽性が示される。複合装置の重量および大
きさは条件を達成し、可搬性においても達成している。
【実証期間終了時】
IMS 実用試作装置と ECS 実用試作装置からなる統一された複合装置の製作は達成している。大気
を自動に吸引して連続的に化学剤の剤種と濃度警報を自動で発する性能は達成されている。検知性
能に関しては、警報時間は 0.5 min 以内を達成している。検知感度は、検討した化学剤 17 種すべてに
おいて 1/100 の LCt50 値の基準を達成し、10 剤において 1/1000 の LCt50 値の基準を達成している。
検知正確性は、IMS 装置で化学剤種の 10 倍種の通常物質に反応しない性能を確保している。装置は、
50 kg、0.2 m3 以内の可搬型を満たしている。検討した 16 剤種の化学剤に対して剤種の同定が可能で
あり、濃度の半定量値を表示する。
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
IMS プロトタイプ装置を製作した。装置は、ユニット高圧電源、制御基板、空気吸引ポンプ、コロナ放
電イオン化部、ドリフトセル（両端：メッショ状シャッターグリッドとファラデープレート）、モレキュラーシー
ブ除湿ユニット、外部データ解析部からなり、ドリフトセルのイオンの移動度を正負イオンモード（個別）
で測定して、化学剤固有のピークを検出する。本体は 0.034 m3 のボックス内に納まり、解析 PC とあわ
せた重量は 17 ｋｇである。警報時間は数 s、主要な IMS ピークを指標とした検知感度は検討した化学
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剤 16 種すべてにおいて 1/100 の LCt50 値基準を達成した（表１に検出感度を示す）。検討した８剤に
ついて干渉がないことを確認している。
ECRIS-MS プロトタイプ装置を製作した。装置は、制御基板、高周波電源、プラズマチャンバー、
ECR イオン源、真空ポンプ（ターボ＋ダイアフラム）、四重極質量分析計、外部データ解析部からなり、
設定 RF ごとに化学剤が分解して得られた元素または複合元素イオンを測定して、化学剤固有の元素
または官能基イオンを検出する。本体は、0.19 m3 のボックス内に納まり、解析 PC とあわせた重量は 74
ｋｇである。警報時間は 30 s、主要な元素または官能基イオンを指標とした検知感度はマスタードガス
およびホスゲンについて 1/100 の LCt50 値基準を達成した（表１に検出感度を示す）。

IMS プロトタイプ装置と ECRIS-MS プロトタイプ装置を合体させた複合装置の重量は 91ｋｇで、大きさ
は 0.26 m3 であり、キャスターで移動可能である（写真１）。本段階で
の複合装置は、現場で固定して広範な化学剤を連続モニタリングす
る、テロ現場に移動して化学剤を確定検知する仕様となる。製造コス
トは一千数百万円であり、導入コストは算出できない。運用コストとし
ては、機器メンテナンス費用、IMS 除湿ユニットなどである。一部限定
されるが広範囲なガス性、揮発性化学剤を連続測定する、または確
定検知するという市販の現場検知資機材にない特徴を有するメリット
があり、現場移動性も可能となっている。
（b）実証期間
IMS 実用化装置を製作した。装置は、高電圧基板、制御基板、空気
吸引ポンプ、2 連（正負イオンモード）のコロナ放電イオン化部、非ドー
パント式ドリフトセル（両端：メッショ状シャッターグリッドとファラデープレ
ート）、モレキュラーシーブ除湿ユニット、解析部（制御基板を含む）か
らなり、ドリフトセルのイオンの移動度を正負イオンモード同時に測定し
て、化学剤固有分子由来のピーク、一部分解物ピークを検出する。内
蔵データベース（検量線）と対照させ、化学剤種判定、濃度計算を行
う。
ECS 実用試作装置を製作した。装置は、制御基板、空気吸引ポンプ、5 種類の定電位電気化学セン
サーユニットからなり、５種類の ECS からの応答信号を測定して、ガス性化学剤の検知を行う。
IMS 実用試作装置（上）と ECS 実用試作装置（下）を合体させた複合装置は、サイズ 0.026 m3、重量
7ｋｇの携帯型装置である（写真２）。警報時間は 10 s、検討した化学剤 16 種すべてにおいて 1/100 の
LCt50 値基準を達成した（表２に検出感度を示す）。検知正確性は、IMS 装置で検討した 40 剤について
調査を実施し、そのうちの 3 種のみ干渉が認められた。装置は、化学剤を警報と定量値で表示する。
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本最終試作複合装置は、現場で固定して広範な化学剤を連続モニタリングする、テロ現場に最初に
移動して化学剤を迅速検知する、スクリーニング検知の後に確定検知する仕様となっている。製造コス
トは五百万円程度であり、導入コストは現時点では一千万円程度と想定される。運用コストとしては、短
期的には電源の乾電池、IMS 除湿ユニットなど、長期的には機器メンテナンス費用、ECS セル交換、フ
ィルター交換などである。ガス性化学剤から揮発性化学剤までの広範囲な化学剤を連続測定する、確
定検知する、しかも偽陽性率が低いという市販の現場検知資機材にない特徴を有するメリットがあり、
携帯式で重量も 7ｋｇと現場での初動措置隊員の使い勝手は良好である。警報は、音響と画面上で日
本語表示するようになっている。

（2）研究項目毎の成果
研究項目１： 総括・検知技術・装置の検証
・概要
プロジェクトを統括する科学警察研究所が、研究開始にあたって開発を目指す技術、装置の性能、
仕様を決定し、参画機関が装置開発において使用する化学剤擬剤を選択した。また、検知対象となる
化学剤を製造した。そして、市販 IMS 検知器を性能評価して、開発において差別化する IMS 装置の性
能、問題点を抽出した。
・目標に対する成果
(1) 開発を目指す技術、装置の性能、仕様の決定、擬剤の選択

対象を蒸気状の化学剤（図 5）とし、テロで使用される
可能性と検知器性能評価の経験（科警研）に照らして、計測時間を 1 min 以内、化学剤の LCt50 値を勘
案して、試作検知器の目標検知感度を以下のように設定した。サリン（GB）：1.5 mg/m3；ソマン（GD）：
0.6 mg/m3；タブン（GA）：3 mg/m3；シクロへキシルサリン（GF）：0.6 mg/m3；VX：0.4 mg/m3；Russian VX
(RVX)：0.4 mg/m3；マスタードガス（HD）：15 mg/m3；ルイサイト 1（L1）：15 mg/m3；窒素マスタード 1
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（HN1）：15 mg/m3；窒素マスタード 2（HN2）：30 mg/m3；窒素マスタード 3（HN3）：15 mg/m3；青酸ガス
（AC）：45 mg/m3；クロルシアン（CK）：110 mg/m3；ホスゲン（CG）：32 mg/m3；塩素（CL）：190 mg/m3；ク
ロルピクリン（PS）：20 mg/m3。また、検知正確性に関しては、検討する化学剤、擬剤、有機溶媒（計 50
種程度）において、偽陽性率を 10%以下とした。合体装置の重量、サイズとして、100 kg、0.5 m3 とした。
装置の試作に当たっては、化学剤実剤を用いた検証の前に、化学剤の使用が許可されていない参
画機関で基本検知性能を検討するために、検知原理を考慮して、以下の擬剤を選定した。IMS 装置に
対しては、神経ガス用：dimethylmethylphosphonate（DMMP）、diisopropylfluorophosphate （DFP）；HD
用：2-chloroethylethylsulfide（2CEES）；血液剤用：CH3CN；窒息剤用：CHCl3。
(2) 化学剤の製造
科警研は化学兵器禁止法で特定物質として規制される化学剤を所有しているが、必要となる化学剤
に関して、有害ガス実験施設内において、経済産業大臣の認可の下、GB、GD、GA、VX、RVX、L1、
HN1,2,3 を製造した。GF、HD は、研究開始前に製造したものを用いた。純度は、GC-MS、NMR により、
99%以上であることを確認した。製造した化学剤は、使用に供するまで冷凍（－20℃以下）で保存した。
(3) 市販 IMS 検知器の性能評価
現在世界で活用されている市販の化学剤対応携帯型 IMS 検知器に関して、化学剤実剤を用いて検
知性能を評価し、問題点を抽出し、IMS 装置開発の指針とした。検討した検知器は、Smiths Detection
社製 SABRE 4000（63Ni イオン化、高温・長ドリフトチューブ式、キャリブラント補正）、LCD 3.3（コロナ放
電イオン化、室温・正負ドリフトチューブ式、アンモニアドーパント）、Bruker 社製 RAID M-100（63Ni イオ
ン化、高温・長ドリフトチューブ式、アンモニアドーパント）であり、検知対象として化学剤 22 種、化学剤
擬剤 6 種、有機溶媒数十種である。比較した 3 種の IMS 検知器は、ドリフトチューブ方式、シーブパッ
クによるドリフト供給ガスの浄化方式（水分除去）では一致しているが、イオン化機構、アンモニアドーパ
ント採用の有無、キャリブラント採用の有無、温度・圧力制御能（K0 値の表示）において違いがあり、ま
た警報・制御ソフトウェアも異なる。3 種ともに、神経ガス、HD、L1 の検知性能は良好であるが、窒素マ
スタード、血液剤、窒息剤の検知において、検知感度は高くない、誤判定を伴う場合が多いという短所
が見受けられた。特に、低分子のガス性化学剤で顕著であり、これは化学剤由来ピークの出現位置（イ
オン移動度）が反応物イオンピーク（RIP）に近接することが原因である。ドーパントアンモニア添加によ
り HD はイオン移動度が遅くなり、RIP との分離が十分となり検知に有効であることは SABRE4000 と
RAID M-100 の検知結果を比較すれば明らかである。しかし、血液剤、窒息剤のピーク出現位置はア
ンモニアドーパント方式で変化せず、検知が改善しているとは言いがたい。
研究項目２: IMS 装置開発
・概要
IMS 装置を開発するに当たり、首都大学東京は IMS 原理を検証し、科学警察研究所はドーパント効
果の検討を行い、装置製造の方針を決定した。理研計器(株)は、技術開発用装置を設計・製作し、擬
剤を用いて検知性能を確認、工程を修正し、科学警察研究所が実剤を用いて性能検証した。技術開
発期間での実績、目的とする装置仕様を鑑み、同じく理研計器(株)は実用試作装置を設計・製作し、
科学警察研究所が実剤を用いて性能検証した。さらに、理化学研究所は、実証期間から IMS 検知プロ
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グラムを考案、製作し、実機に実装して検知性能を検証した。そして、科学警察研究所は、IMS 検出ピ
ークの分子帰属を行い、指標ピークを確定した。
・目標に対する成果
(1) IMS 原理検証
大気中において数 kV 以上の高電圧を 2 本の
針に印加してコロナ放電を起こして正負のイオ
ンを生成し、そのイオンを均一電場の中でドリフ
トさせてから、大気と共にイオンを真空容器の中
に導入し、3 段の差動排気機構によって 10-5 Pa の高真空領域までイオンを導いて、四重極型質量分
析（MS）装置によって質量電荷比を選別した上でイオンを検出する IMS-MS 装置（首都大学東京：図
6）を製作した。MS を行うためには 10-3 Pa 以下の高真空が必要であり、大気圧（105 Pa）から 8 桁以上
も圧力を下げた空間にイオンを導くため、2 段の差動排気によって 102 Pa、10-2 Pa、10-4 Pa と徐々に
圧力を下げて、荷電粒子検出器が動作できる高真空を達成した。四重極型イオンフィルターを採用
し、高真空下で電子衝撃型イオン源によって生成したイオンを測定した。その結果、質量数 1 の違い
を完全に分離して検出できた。高真空中でのイオンの軌道はシミュレーションソフト SIMION を用いて
行い、イオン軌道を制御するレンズに印加する電圧についてはシミュレーション通りの電圧が最適で
あった。大気圧中でコロナ放電によってイオンを生成し、均一な電場をかけた空間中でイオンを分散
させる直径が約 70 mm の移動管セルを製作した。さらに、2 段目の差動排気用ポンプをメカニカルブ
ースターポンプから小型水冷式のターボ分子ポンプに変更した。
大気中を移動するイオンは拡散によってイオン雲が空間的に拡がって時間分解能が低下す
る。理研計器(株)の試作 1 号機の到着時間スペクトルに関して、低電場における移動度と拡散
定数の Einstein-Nernst-Townsend の関係式を基に解析したところ、物質の種類に依存せずに、
気体温度、電場、移動距離だけで拡散幅が決定されることが判明した。また、時間幅につい
ては、イオンをパルス化するゲートにおけるイオンの空間的な拡がりの影響が支配的であっ
たため、理研計器(株)試作 2 号機以降に対して、できるだけ狭い領域のイオンをパルス化する
ようにして分解能を向上させることを提案した。
コロナ放電で直接生成するイオン、および大気中の水分子と直ちに反応することで生成す
る RIP に対応するイオンについて、負イオンに関しては電子との二体衝突で負イオンが生成
する素過程として 6 eV 程度の運動エネルギーの電子が酸素分子または水分子に対して解離性
付着する過程において最も大きな反応断面積が得られた。この反応によって生成する O－およ
び OH－が元になって水分子のクラスターイオンが RIP を形成し、O2 または H2O と電子が衝突して一
時的に生成する負イオンの励起状態に第三体が衝突することで安定化する O2－または H2O－が生成
すると考えられた。文献（G. A. Eiceman & Z. Karpas, Ion Mobility Spectrometry, Tayor & Francis,
Boca Raton, 2005）によれば、負イオンの RIP は O2(H2O)n－ に対応するとされており，大気圧では
二体反応である解離性付着よりも三体結合反応の方が優勢であることが判った。正イオンは、
放電によって生成した電子と中性分子との衝突によって生成する。大気の主成分は N2 と O2 であるか
ら、最初に生成するのは N2+と O2+であるが、これらのイオンは H2O との電荷移行反応断面積が非常
に大きいため、わずかでも H2O が存在する環境では反応によって消失してしまう。一方、反応によっ
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て生成した H2O+は H2O とのプロトン移動反応によって H3O+に変化してしまうため、湿度の高い場合
には H3O+をコアにした水クラスターイオンが三体結合反応によって生成することが理解できた。
コロナ放電直後の正イオンの主成分
は大気中に必ず含まれる水から生成す
る H3O+であることを確認した（図 7）。しか
も、このイオンは多くの水分子と結合して
H3O+(H2O)n (n ≥ 1) のようなクラスターイ
オンを生成することが判った。様々なサ
イズの水クラスターイオンが存在すると到着時間スペクトルが拡がってしまう。IMS 試作機において移
動セル内部の水分除去が重要なキーポイントであった理由が明確となった。さらに、水クラスターイオ
ンは大気中に通常 10 ppb 程度しか存在しない NH3 と反応するため、数 cm の移動距離があるとほと
んどが NH4+に変化することを観測した。H3O+と NH4+の強度比を移動距離の関数として測定し、反応
速度論に基づく解析解と反応速度定数の文献値を用いることで、このプロトン移動反応を定量的に
理解することができた。NH4+に変化しても付加している水分子の数によって異なる到着時間を取るこ
とから、除湿が重要であることは変わらないが、今後の市販装置開発においてドーパントとして NH3 ガ
スを導入する場合、1 ppm の濃度があれば充分であることが判った。
また、より小型の IMS を製作し、ファラデープレートをイオンの一次元的な空間分布を直接測定で
きる IonCCD に接続して、移動管内部におけるドリフトイオンの空間的な分布を観測した。イオン進行
方向に垂直な方向へのイオンの空間分布を直接観測することで、より詳細で正確な議論が可能とな
った。特に、空間分布と時間分布を同じ条件で測定して比較することで、移動管中心軸付近をドリフト
するイオンだけを観測することができれば、時間分解能が向上することを見出した。これは移動管の
中心部分は理想的な平行電場であるが、ガードリング近傍では電場が乱れており、この領域に入り込
んだイオンは細かな蛇行運動をするために、実効的なドリフト経路が長くなってしまうことによる。市販
装置開発の性能向上に活かすことができる知見である。また、イオンを上流の小さなアパーチャーで
切り出して、そこからの拡がりを IonCCD で二次元的に測定した結果、理想的な点状ソースからのイ
オンの拡がりに関する解析的な式を基にして行った数値シミュレーションと比較して、これまでに報告
例のないイオンの横方向への拡散係数の測定に成功した。
一方で、ヘリウム気体中におけるイオン移動度を理論的に計算するプログラムとして知られている
Mobcal を改造して、大気中におけるイオン移動度を計算するプログラムを開発した。移動度の計算
には分子構造の正確な情報が必要であるため、非経験的分子構造計算パッケージプログラムである
Gaussian09 を用いて、プロトン付加した化学剤分子を含む様々な分子イオンについての化学構造計
算を行い、その構造を入力することでイオン移動度を求めた。原子数が 40 程度の分子イオンでは
数％程度の誤差で実験値を再現することができた。イオン移動度は分子構造にも敏感であるため，
IMS 分解能の向上によっては異性体を分離して測定することも可能となることが期待できる。
(2) IMS ドーパント効果の検討
市販の IMS 検知器（MMTD、Smiths Detection 社製、63Ni イオン化、長ドリフトチューブ式、キャリブ
ラント補正）を用いて、ドーパント添加による RIP の挙動変化、化学剤ピークの挙動変化を観察した。
ドーパントとして、アンモニア、アセトン、ジクロロメタン、ジエチルエーテルを検討した。直接ドリフトガ
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スにドーパントを混入することは構造的に不可能なために、試料ガスにドーパントを添加して、イオン
移動度の変化を観察した。アンモニアを添加した場合、負イオンの RIP に変化は認められなかった
が、10 ppm 以上で正イオンの RIP が高イオン移動度方向にシフトし始め、1000 ppm で完全に置き換
わった。アセトンを添加した場合、負イオンの RIP に顕著な変化は認められなかったが、2 mg/m3 以
上で正イオンの RIP が低イオン移動度方向にシフトし始め、200 mg/m3 で完全に置き換わった。ジエ
チルエーテルを添加した場合、負イオンの RIP に顕著な変化は認められなかったが、2 mg/m3 以上
で正イオンの RIP が低イオン移動度方向にシフトし始め、200 mg/m3 で完全に置き換わった。また、
キャリブラントイオンのピーク面積値が減少した。ジクロロメタンを添加した場合、正イオンの RIP、キャ
リブラントに若干のピーク面積値の変化は認められたが、2 mg/m3 以上で負イオンの RIP が高イオン
移動度方向にシフトし始め、キャリブラントイオンも低イオン移動度方向にシフトし始めた。なお、ジク
ロロメタンの添加で現れるピークは、塩素イオンに由来すると思われるが、窒息剤（CG、CL、PC）由
来のピークと重なり、化学剤検知用のドーパントとしては不適当と判断された。
アセトンやジエチルエーテル添加においては、正イオン
の RIP が低イオン移動度方向へ大きくシフトし、神経ガスな
どの検知に影響を及ぼすことが懸念されたので、アンモニ
アのドーパント効果を検討した。図 8 に正イオンモードでの
GB のアンモニア添加効果を示す。アンモニア非存在下で
は、GB の添加により GB 由来のピークが低イオン移動度領
域（K0: 1.23 cm2V-1s-1）に現れ、RIP の強度は変化しなかっ
たが、キャリブラントイオンのピーク面積値が減少した。100
ppm アンモニア存在下では、RIP は高イオン移動度方向に
シフトし、K0: 1.23 cm2V-1s-1 の GB ピークは変化せず、新た
に K0: 1.56 cm2V-1s-1 にピークが現れた。アンモニア添加に
よる RIP、GB のイオン移動度度変化に関しては、市販 IMS
検知器間の検知性能の比較結果と同様の傾向を示し、アン
モニアドーパント効果が検証されたことになる。同様に，各
種化学剤について、正イオンモードでアンモニアドーパント
効果を検討したところ、顕著なピークシフトが観察された。一方、負イオンモードで化学剤特有のピ
ークを示すものについて、アンモニアドーパント効果を検討したところ、図 9 に示すように、HD では分
子由来のピーク（K0: 1.59 cm2V-1s-1）が若干上昇し、反対に塩素由来のピーク（K0: 2.65 cm2V-1s-1）の
低下が認められた。しかし、AC では顕著なアンモニア添加によりピークの変化は認められなかった。
同様に、CG においてもピークの変化は認められなかった。最近、アセトンが負イオンモードでの検
知に有効なドーパント効果を示すということが言われ、一部の IMS 装置に活用されているようである。
しかし、CK のピーク（K0: 2.48 cm2V-1s-1）は、アセトン展開により全く変化は受けなかった。
アンモニアは、正イオンモードにおいて化学剤の移動度、ピーク高の変化をもたらすが、妨害物
質の干渉の影響を検討する必要がある。GA はモノマー（K0: 1.57 cm2V-1s-1）、ダイマー（K0: 1.18
cm2V-1s-1）ともにアンモニア存在下移動度の低下が認められた。干渉物質としてガソリン蒸気を検討
したところ、ガソリン由来のピークは GA モノマーピークと重なり、顕著な検知の妨害を引き起こした。
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そこに、アンモニアを添加すると、ガソリンの干渉はモノマー、ダイマーイオンともに抑制された。アン
モニアドーパントは、GA 検知においてガソリン干渉を抑制することが確認された。
(3) 技術開発用装置の設計・製作
IMS に関する情報収集を行い、市販 IMS 装置を参考とした 1
次試作装置を設計・製作し、基本性能の確認を行った。イオン
化領域でイオン化した試料をゲート電極によりタイミングを揃え
て、複数のドリフト電極で構成されたドリフト領域へ導入し、分離
検出する構造となっている。試料のイオン化部は、コロナ放電を
採用し、試作 IMS 装置でイオン発生を確認した（写真３）。イオン
分離部は、高圧パルス電源とドリフトセルを組み合わせ製作した。
イオン検出部は、低雑音高速アンプを用いてイオン電流信号を増
幅し、スペクトルのピーク解析を行った。制御・解析用ソフトウェアを
試作し 1 次試作装置を用いて動作を確認した。
IMS 1 次試作装置を用いて、電圧などのパラメーターを変え評価・
検討を行い、化学剤擬剤を用いてスペクトル測定の確認を行い、実
剤を用いた評価試験（写真４）で、神経ガスに対して良好な感度を
持つことを確認した（図 10）。GB からは複数のイオン種が生成される
ため、それぞれに対応したピークが観測されている。GB の濃
度により生成するイオン種の相対強度が変化している。RIP は、
高濃度の GB が存在すると電荷を GB に奪われるため観測さ
れなくなる。さらに、化学剤ごとに得られるスペクトルのピーク
位置が異なり、化学剤の識別が可能であった（図 11）。イオン
化機構に関しては、放射性同位元素使用の制約、製造の容
易さ、分離検出の成功例を鑑みて、コロナ放電に決定した。
IMS 1 次試作装置の評価・検討結果を基に、電極形状やド
リフト長を変更するとともに、大型の汎用高圧電源などを小型
のユニット高圧電源に置き換るなどして小型化した 2 次試
作装置の設計製作を行った（写真 5）。IMS 2 次試作装置の
改良、ソフトウェア試作および化学剤実剤を用いた評価試
験を実施して、感度、分解能ともに向上が認められた。
IMS 2 次試作装置では１台の装置（D 430×W 321×H
249 mm）で正イオンモード、負イオンモードを切り替えて測
定していたが、IMS 3 次試作装置ではオンボード型の小型
高圧電源を採用した高電圧電源基板を製作することで小
型化し、正イオンモード（正極）、負イオンモード（負極）を
同時に測定する方式（正・負両極一体）の装置の製作に成
功した（D 430×W 342×H 290 mm）。装置の性能面は、除湿剤の種類やその容器サイズの最適化、
放電針の形状選定や針の組み合わせ、放電針の電位差の最適化などを行うことで向上させ、測定
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対象とする化学剤をすべて検知することが可能となった。GA、
VX、RVX、CL に関しては LCt50 の 1/1000 濃度、その他の化
学剤に関しては LCt50 の 1/100 濃度が検知可能となった。
なお、ドーパント使用に関しては、最適と思われるアンモニ
アを使用しても分離検出が不十分なガス性化学剤の検知の
改善が望めなく、また正イオンモードで検出される化学剤は分
解能よく検出されている。ドーパント放出デバイスの設計、製
作の困難さを鑑みて、ドーパントを採用しないことに決定した。
(4) 実用試作装置の設計・製作
実用 1 次試作装置では、IMS 検出部に関して大幅な変更を行い、
正、負両極の一体化を行った。まず、正・負両極の IMS セルを 2 連型
のセルに変え、セル毎に 1 枚ずつ必要であった電極基板を 2 連セル
の大きさに合わせた 1 枚の基板に集約し、さらに交換可能な除湿剤
容器（写真６、総流路長約 12 cm、容積 38 cm3）、小型ポンプによるド
リフトガス循環機能、サンプルガス吸引導入機構を持つ一体型ユニ
ットとして製作した。また、高電圧電源基板についても部品の再選定
により小型化の検討を行った。実用 1 次試作装置サイズは、横 430
mm、幅 342 mm、高さ 290 mm に縮小し、重量は 10.8 kg となった。
本装置は、高電圧電源基板、ポンプおよび測定制御、信号処理など
を行うマイコンを組み込んだ制御基板などを新たに製作し搭載して
いる。さらに、IMS スペクトル、各種環境センサーなどの出力値、検知した化学剤の種類・濃度情報を
表示可能な LCD を搭載したほか、装置筐体に設けられた操作ボタンのみで単独動作が可能となっ
た。また、スペクトル解析ソフト（理化学研究所開発）の搭載を目指し、ピークサーチなどのスペクトル
解析、判別アルゴリズムの検証を行った。本装置は GA、AC、CK、HD、HN1、HN2、HN3、CL につ
いては、LCt50 の 1/1000 濃度、その他の化学剤に関しては LCt50 の 1/100 濃度の検知が可能である
ことが確認された。
IMS 実用 2 次試作装置（図 12）は、配管構造、除湿剤容器（写真６、総流路長約 80 cm、容積 80
cm3）の構造などの改良を行い、装置筐体を樹脂化することで、装置サイズを横 430 mm、幅 342 mm、
高さ 290 mm に小型化し、装置重量は 10.8 kg から 4.6 kg（バッテリー含む）に軽量化することに成功
した。また、信号取り込みを高速化したほか、スペクトルの平滑化、ピークサーチ、剤種判別処理（デ
ータベース照合）などのアルゴリズムをマイコンに搭載し、化学剤の吸引から判別定量までの処理を
装置単体で実現した。ガス吸引から応答までの時間は 10 s 以内を達成した。
さらに、高圧電源の安定化（負荷変動、温度変動）やリップルの許容限界値を算定することで部品
の再選定を行い、小型高圧電源基板（D 135×W 190×H 35 mm）を試作した。また、操作性に関し
ては、ユーザーヒアリングなどから得た意見を元に、防護服着用状態でも操作が容易にできるよう、
サイズの大きいボタンを採用し、日本語による化学剤種表示、濃度、危険レベルが一目でわかる画
面構成表示を追加した。本装置は化学剤 9 種類（GA、GB、AC、CK、HD、HN1、HN2、HN3、CL）に
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ついては LCt50 の 1/1000 濃度、その他の化学剤 7 種類に関しては LCt50 の 1/100 濃度が検知可能
であることを確認した。また、実用 1 次試作装置よりも判別性能は向上した。検知正確性については、
可燃性ガス、フロン系ガス、溶剤、大気環境中に存在するガスなどその他ガス計 40 種についての調
査を実施し、そのうちの 3 種のみ干渉が見られた。
(5) 検知プログラムの製作
実用試作装置の測定データから化学剤をリ
アルタイムで自動判定するプログラムを作成し
た。技術開発期間では、開発者自身が測定
データを解析し、スペクトルの波形から剤を判
定していたが、複雑なデータの整形や可視化
をおこなった後に有用な情報を抽出する必要
があるため、剤判定の判断を下すまでの間に
タイムラグが生じていた。つまり、「GB を 1 min
以内に検出した」と言った場合、「測定開始か
ら 1 min 以内に GB 由来のシグナルが観測さ
れていた」ことを意味するが、それを観測者が
認識するのには測定開始から 1 min 以上の時
間がかかっていた。実用試作装置では、測定
データのリアルタイム解析と剤判定の自動化
の 2 点を達成することが不可欠である。そのた
め、装置が完全にブラックボックス化すること
を避けながらも、ユーザーの装置への理解度
や習熟度で判定結果が左右されないよう、解
析アルゴリズムによる一貫した判定結果が出
力される解析プログラムを作成した。
IMS による化学剤の測定では、大気由来の
シグナルから構成されるピークに加えて化学剤
由来の新たなピークが観測される。この化学剤
由来のピークを検出し、ピークの到達時間や
強度から剤を決定する。しかし、単一の化学剤
から複数のピークが検出されることもしばしば
あり、化学剤の濃度によっても、その数や強度
比が変化するため、剤判定には詳細な解析が
必要になる。そのため、スペクトル上で観察さ
れたピークを自動的に検出し、ピーク情報をパターン化する方式を採用した。得られたパターンをデ
ータベースと比較（パターンマッチング）することで剤の判定を行った（図 13）。剤判定ののちに、検
出されたピークの強度から剤の濃度を推定した。データ取得から剤判定までの処理フローは以下の
方法に従った（図 14 右）。① 測定データからスペクトルを取得しノイズを除去；② 整形したスペクト
19

ルからピークを自動的に検出（閾値法）；③ ピークの位置・強度をパターン化；④ パターンをデータ
ベースと照合；⑤剤の判定およびピーク強度による濃度解析。解析プログラムの評価版の作成には、
ECS と同様に LabVIEW を用い、プログラムの作成から結果の表示までをグラフィカルに行えるように
した（図 15）。
(6) 化学剤 IMS 指標ピークの分子帰属
IMS 試作装置で検出されるイオン
を指標として化学剤の検知を行うわ
けであるが、イオンピークが意味のあ
る化学剤を反映するイオンであるか
否かを決定することは IMS 検知プロ
グラムを作成する上で必須となる。
IMS 試作器（技術開発用 IMS 2 次試
作機）を TOFWERK 社製の飛行時間
型質量分析（TOF-MS）計に接続し
た。MS 側のイオン取り込み部の電位、真空による吸引を考慮して、IMS ドリフトセルの電位とドリフト
ガス流量を設定した。化学剤蒸気を吸引し、IMS 分離したイオンの TOF-MS 解析を行い、化学剤由
来ピークの分子帰属を行った（図 16）。
コロナ放電イオン化室に試料ガスを導入して、空気中の RIP により生成する化学剤イオンをモニタ
ーするが、高純度なドリフトガスを用い、水分の影響（化学剤イオンへの水配位）を抑えた。ドリフトガ
スの種類によって、生成したイオンが変化する場合があるため、正イオンモードの時は窒素ガスを、
負イオンモードの時は空気を用いた。正イオンモードの場合、20 数 ms にピークが認められ、その質
量スペクトルから m/z 29（N2H+）と m/z ５７（（N2）2H+）が観察された。一方、負イオンモードの場合、
70 数 ms にピークが認められ、m/z 62（NO3－）、m/z 125（(HNO3)NO3－）、 m/z 46（NO2－）と、m/z 32
（O2－）が観察された。なお、IMS 装置と TOF-MS 装置のインターフェース部での断熱膨張、拡散など
の問題により、ピーク幅は拡がり、負イオンモードの場合は移動時間が 70 数 ms 辺りと遅くなりかつピ
ーク分離が不十分であった。化学剤の蒸気は、化学剤の n-ヘキサン溶液を気化して調製しているた
め、n-ヘキサンがバックグラウンドとなる。RIP に加えて、30 ms 辺りと 40 ms 辺りにピークが認められ、
30 ms のピークでは m/z 99（C6H10OH+）と m/z 101（C6H12OH+）が観察された。
正イオンモードで顕著にイオンが検出される例として、GB からは RIP に加えて 35 ms と 44 ms にピ
ークが認められ、35 ms のピークからは m/z 99（CH3P(OH)3F+ ）、 m/z 141（MH+ ）と m/z 158
（[M+H2O]+）が観察され、サリン単量体と確認された。44 ms のピークからは、m/z 281（[2M+H]+）が観
察され、サリン二量体と確認された。VX からは、RIP に加えて、32 ms と 42 ms にピークが認められ、
42 ms のピークからは m/z 268（[MH]+）が観察され、VX 単量体と確認された。32 ms のピークからは、

m/z 130（(C3H7)2NCHOH+）と m/z 139（C3H12PO2N2+）が観察され、VX の分解物と思慮された。同様
に、他の神経ガス、窒素マスタードに関して、分子帰属を行った。
負イオンモードで顕著にイオンが検出される例として、HD は 75 ms のピークを与え、m/z 157、159
（[M－H]－）が観察され、HD 単量体の存在が確認された。CG からは、80 ms のピークを与え、RIP 由
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来のイオンに加えて、m/z 35、37（Cl－）が観察され、塩素イオンの存在が確認された。同様に、GA、
窒素マスタード、血液剤、他の窒息剤に関して、分子帰属を行った。
正イオンモードでは RIP に対する検出イオンピークの相対移動度を計算して、負イオンモードでは
分子の大きさを勘案して、IMS 検知における指標となるピークを決定した。神経ガス G 剤の場合は、
正イオンモードにおいて顕著に単量体アダクトイオンが、高濃度では二量体アダクトイオンは検出さ
れ、指標とした。なお、IMS 実用試作装置では高濃度領域で三量体と思慮されるピークが確認され
たが、IMS-TOF-MS 装置では確認できなかった。VX、RVX、窒素マスタードからは、正イオンモード
において単量体アダクトイオンが顕著に検出され、指標とした。HD からは、負イオンモードにおいて
顕著に塩素アダクト単量体イオンが検出され、指標とした。L1 からは、負イオンモードにおいて、酸
化物らしきイオンが検出され、指標とした。ガス性化学剤からは、負イオンモードにおいて RIP 近傍に
特有のイオンピークが検出され、化学剤種指標としたが、剤確定するには難しく、偽陽性を伴うことが
判明した。これは、市販の IMS 検知器でも同様であり、IMS の限界と言える。本プロジェクトでは、ガス
性化学剤の同定においては IMS 分析を補足として、後述する ECS 装置を主要な分析方法とした。
研究項目３： ECRIS-MS 装置開発
・概要
理化学研究所は、技術開発用 ECRIS-MS 装置を設計・製作し、擬剤を用いて検知性能を確認、工
程を修正し、科学警察研究所が実剤を用いて性能検証した。なお、再審査の結果、技術開発期間終
了時点で本開発を終了した。
・目標に対する成果
(1) イオン源の開発
小型の minimum-B 型 ECR イオン源を採用した。小型 ECR イオン源はプラズマ閉じ込めおよび共
鳴磁場を生成する複合型永久磁石を本体とし、その磁場中に位置する真空プラズマチャンバーへ
C バンド帯の高周波を投入することで ECR プラズマを発生させ、導入したガスをイオン化するイオン
源である。このタイプのイオン源を用いた小型の可搬型 MS 装置の開発は世界初の試みである。
ECRIS-MS 装置としては ECR イオン源のほかに、引き出されたイオンを輸送するフライトチャンバー、
イオンの質量を分析する MS 計、それらを高真空に保つ真空排気装置、プラズマ生成のための高周
波を発生する高周波電源、これら機器に電力を供給するマルチチャンネル DC-DC 電源、各機器を
制御するプログラマブルコントローラー（PLC）などから構成される。なお、改造試作装置ごとに擬剤
ジクロロメタン（CH2Cl2）による性能検証を行った。
本体部の永久磁石についてはすでに製作済みの永久磁石、その基本仕様とは異なる 3 タイプの
計 4 タイプを検討した。設計した磁気回路は、小型化を目指したもの、プラズマガス圧を高めに設定
可能にしたもの、また、異なる周波数を用いるものの 3 種である。製作済みの永久磁石を基本サイズ
（長さ 150 mm、内外径がそれぞれ 45 mm、100 mm）とし、まず小型化永久磁石本体（長さ 105 mm）
を設計した。磁石容量が減った分、磁場強度も弱くなったため、実際にプラズマを生成しイオン化を
試みたところ、全体的なイオン量の減少によりイオン化効率を下げる結果となった。次に、プラズマガ
ス圧が高い状態で使用できる永久磁石、すなわち大気からの試料導入においてプラズマガスが高
い状態（10-3 Pa 台）でイオン化がプラズマの制御に適し、ガス圧を高く設定できるような永久磁石を
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設計した。基本仕様から動径方向のプラズマ閉じ込めのための六極磁石を取り除いた仕様である。
これによりプラズマの閉じ込めは悪くなるが、ガス圧は高く設定できる。軸方向の閉じ込めの仕様は
同じである。ガス圧を 6×10-3 Pa と高い状態でイオン化を試みたところイオン量は十分な値を得たが、
プラズマが不安定な状態になった。通常、大型の ECR イオン源では、磁場はソレノイドコイルを用い
て適時プラズマが安定するよう調整可能であるが、小型化を目指すためにすべてを永久磁石にて固
定磁場とした本仕様では、プラズマの不安定性を解消する手立ては限られている。ガス圧、高周波
入力法などの最適条件を検討したが、プラズマの安定化には至らず、結果的には化学剤の現場迅
速検知には向かないと判断した。そして、周波数の異なる仕様のものを製作した。C バンド帯（6 GHz
前後）を用いる基本仕様の磁気回路に対して、X バンド帯（24 GHz）で ECR プラズマを生成する仕様
であり、より強力な閉じ込め磁場を必要とするので、内径 15 mm と小さく、
プラズマ容積も小さくなる。外径 100 mm、長さ 100 mm とコンパクトである。
このタイプのイオン化は高周波入力に対して導波管を用いなければなら
ず、高周波電源とともに設計が進むにつれ、空間的な配置が問題となっ
た。構造を考慮して、タイプ別のイオン源本体（永久磁石磁気回路）の検
討により、基本仕様でプロトタイプ装置の開発を進めた。
ECR イオン源へのプラズマ生成のための高周波入力法
は、モノポールアンテナを採用した。通常は導波管にて入
力する周波数領域であるが、モノポールアンテナによる入
力法は簡潔で小型、軽量化が大いに期待できる入力方式
である。Minimum-B 型 ECR イオン源に対する高周波入力
法として、モノポールアンテナによる入力は世界で前例が
ない。その特性を理解するために、長さが異なるアンテナ
4 種類と、チャンバーのボリュームが異なる 2 種を検討した。
放送用送信アンテナ技術を基礎として設計を行い、プラズマを負荷としてマイクロ波入力の試験を行
った。各アンテナの長さ、チャンバーの容積に対して、周波数と入力電力を変化させながら、反射波
の電力を測定することで、それらの依存性を測定し最適値を探った。アンテナ長の設定に関しては、
プラズマチャンバー内径 φ 36 mm に対する管内波長の 1/4 波長：約 24.5 mm を考慮して、16、20、
24、28 mm の 4 種類を製作し、最適化した（写真７、図 17）。アンテナ径は 2 mm で SUS316 に金メッ
キを施した。その結果、28 mm のアンテナがおおよそ 2～3%の反射率と良好な結果となったため、こ
れを選択した。また、プラズマチャンバーの容量に対する最適値（容量結合試験）はプラズマ電極の
仕様を変えることで測定を行った。2～6%の容量変化に相当するプラズマ電極を交換し測定したとこ
ろ、2%の変化量のときに反射波が最小となったため、そのプラズマ電極を用いた。これらの最適化に
より、モノポールアンテナによる入力法が安定化し、信頼性は格段に向上した。製作したプラズマチ
ャンバーと 28 mm 長のモノポールアンテナの組み合わせによる周波数の最適値を 5910 MHz と決定
した。ECR イオン源への高周波入力の方法として、モノポールアンテナによる TE11 モードの入力法
は、世界初であり、またその有効性が実証された。
大気を高真空（2×10-5 Pa）のプラズマ容器へ直接導入するためには、微量な導入量を正確に制
御する必要がある。まず、ヘリックス社製のスローリークバルブを用いてプラズマガス（空気）圧
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（6×10-4～3×10-3 Pa）を制御したが、金属部における化学剤の吸着が激しく、プラズマまで剤の濃
度を一定に保ったまま導入出来ないことが分かった。そこで、テフロン製のバルブへと変更したが、
真空度を維持できないため、T 継ぎ手において差動排気を行った。真空側の配管は、内径 0.25 mm
の不活性処理したステンレス製チューブを採用した。化学剤の検出感度が増加し、数千 mg/m3 の濃
度レベルの AC、CG に対して青酸イオンや塩素イオンを検知した。ただし、検出感度は未だ不十分
であり、その他の剤に対しては全く検知できなかったため、以下の問題点に注目して改造を施した。
1) イオン化を行うプラズマチャンバーは 6×10-4～3×10-3 Pa 前後の真空度を維持する必要がある
ため、大気圧から導入する空気の量が極端に少なく、内径 0.25 mm の配管中の移動速度（流速）は
極端に小さく、感応時間はかなり遅く、配管内面への吸着を促進させる結果となる。2) バルブ中で
の極端な圧力変化により断熱膨張が起こりテフロン製バルブでも化学剤の吸着が起こる。導入系に
対してバルブレスでかつ、流速を上げるために、内径が 40～60 m で外側をポリイミド保護された石
英製キャピラリーチューブを用いる試料導入になるようにしたことにより、バルブや配管の継ぎ手を経
ずに直接大気をプラズマチャンバーへ導入すると同時に必要な真空度を維持、調節することに成功
した。さらに、キャピラリーチューブ内部への化学剤の吸着を軽減させるため、チューブラインをシー
ズヒーターで 80～100℃に加熱し、流速を約 30 倍とし、化学剤導入からの応答時間を約 10 倍改善
し、数 10 s となった。結果として、HD を 600 mg/m3 導入したときの塩素イオンのピーク強度測定から
LCt50 の 4/100 の感度を達成した。
キャピラリーチューブによる導入は幾つかの剤に
対しては有効であったが、GB などの神経ガスに対し
てはさらに改善する必要があったため導入系を再度
見直した。キャピラリーの真空側先端は、ECR プラズ
マと真空排気部の間に位置しており、粒子は分子流
の振る舞いとなるので、イオンの電気的要因を省け
ばその位置から単純な拡散になると予想された。プラズマ側へ拡散する粒子は導入した粒子の約半
分になり、イオン化効率を下げる結果となり、プラズマまでの拡散中に吸着も起きることを考慮すると、
イオン化率はさらなる減少を招く。そこで、図 18 に示すように、ECR プラズマの真上中心部までキャ
ピラリーチューブを挿入した。ECR プラズマへの影響を押さえ、かつ、ECR プラズマからの熱によるキ
ャピラリーチューブへの影響を避けるため、径が 0.25 mm の穴が 2 つ開いており、計 3 つの穴が施さ
れた、外径 1.59 mm、内径 0.5 mm、全長 173 mm の石英製細管を製作した。中心に開いている径 0.5
mm には、キャピラリーチューブを通し、径 0.25 mm にはヒーターとして径 0.2 mm の白金線を通し、
外部より電流を流すことでキャピラリーチューブを加熱する仕様となっている。この対処により、GB に
対して応答が得られた。なお、ECR イオン源において本方式によるガスの導入法は世界初の試みで
あり、工学的にも大変有効な手段と思われる。
プラズマチャンバーから引き出されたイオンは、フライトチャンバー内に設けられたイオン輸送系を
経て、小型四重極 MS 計（QMG220）へ導かれるが、イオン化部を外し、四重極の入射口を露出させ
る改造を施した。四重極への入射口はメーカー仕様で径約 1 mm と小さく、その入射口へイオンを入
射させる必要があるため、2 種類のイオン光学シミュレーションソフト（SIMION および IGAN）計算を行
い、イオン光学系の設計を行った。引出電極後のイオンの輸送系としてアインツェルレンズ、XY ディ
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フレクターのみのシンプルな系でトランスポートを行った
が、ECR イオン源からのプラズマの光（主に可視光から紫
外光）が MS 計のイオン検出部であるチェンネルトロン型 2
次電子増倍管（SEM）に対してノイズの発生源となり、高
周波入力電力およびプラズマガス圧の調整に伴い著しく
S/N を悪化させた。当初、高周波入力電力が 10 W 前後
と低いためプラズマの光はほとんど問題にならないと考えていたが、実際にはガス圧が低い状態ほ
ど、また高周波入力電力が高いほど質量スペクトルのベースラインの顕著な増加が観測された。そこ
で、プラズマからの光を遮りかつ、全領域のイオンをバランスよく輸送するための工夫として、遮光プ
レートの代わりにダブル静電セクターによるイオン輸送軸のオフセット遮光を製作し設置した（写真
８）。ダブルの 15°偏向電場を対称に配置することによって、引出口からのイオン輸送軸を並行に 4
mm ずらし、四重極 MS 計の入射口へ導く方法である。引出口から漏れ出るプラズマの光は直進する
ので入射口へは光が入り込まない。このイオン輸送系の変更によりアルゴンのイオン電流も全体に
対して 1%前後となり、全領域において空気の成分比から考えられるイオン強度比のスペクトルが概
ね得られ、S/N も良く、バランスよく高効率に検出器まで導けることとなった。
(2) 質量分析部の開発
装置の小型軽量化および必要な性能を満たすことを条件とした場合、四重極 MS 計またはイオント
ラップ MS 計のいずれかに絞られる。偏向電磁石が小型化では必要な分解能が得られず、またスキ
ャンスピードが遅く迅速な検知ができない。飛行時間分解型（TOF）MS 計においても必要な質量分
解能を得るには物理的な距離が必要であり、小型化が困難である。開発期間を鑑みて、市販品を購
入（一部改造）した。これは、真空機器製品として残留ガス分析などの目的のための小型の四重極
MS 計であり、汎用品が多く、必要な分解能、改造の可不可、および付属の計測ソフトの機能を考慮
して、ファイファーバキューム社の QMG220 を選定した。DC 24 V で駆動でき、バッテリー駆動で可
搬型である。イオン源を外し、入射口が覗く形とした。付属の高性能計測ソフト（INFICON 社の
QUADERA）を用いて、アスキーファイルとして取り込みデータをエクスポートした。イオントラップ型
MS 計としては、Brooks Automation 社の 830VQM を選定した。小型であるが、付属のイオン源（電子
イオン化タイプ）にて空気の分析を行ったところ、質量分解能については高い数値を示した一方で、
イオン電流の安定度は良くなく、空気の分析でほとんどの質量数において RSD で約 15％前後という
結果となった。付属の計測ソフトの完成度も低く、本事業では四重極 MS 計を用いることとした。
(3) 検知プログラムの開発
化学剤が含まれた空気を直接吸引し分析する場合、その環境でのバックグラウンド空気の質量ス
ペクトルを基準として、化学剤含有空気の質量スペクトルとの差を解析するのが有効である。本装置
によるイオン化は化学イオン化ではないため、測定対象の m/z 値は小さく、常に監視対象元素の

m/z の空気成分の巨大なピークに埋もれてしまうことになる。そこで、ECR イオン源と四重極質 MS 計
の組み合わせによる計測結果に対して独自の解析法を開発した。QMG220 には内部に検出器とし
てファラデーカップと SEM の 2 種類が組み込まれているが、検出感度が高い SEM による測定を行っ
た。計測ソフト QUADERA では、任意に設定した m/z 値に対するトレンドグラフ（時間変化）を描画す
24

る MID（Multi Ion Detection）モードと、任意に設定した m/z 値の幅で質量スペクトルを描画する
ANALOG モードの 2 つが用意されている。通常の MS 解析では ANALOG モードにて質量スペクト
ルを取得し解析するが、1 スキャンあたり 1 min ほど要し、十分な精度のため 10～20 スキャン必要で
ある。そこで、MID モードによる計測結果を用いて解析することとした。m/z を 50～60 チャンネルに設
定した場合、1 スキャン当り 10 s 強であ
り、導入系の改良により剤投入（計測
スタート）から感応時間が 10 数 s であ
るので、1 min のうち 5 スキャンほど計
測できることになり、判定に必要な計
測時間が確保できる。
試料導入系およびイオン輸送系の
改良により、ECR イオン源から引き出されるイオン電流は強度と安定度が増加し、各質量数に対応し
た計測（トレンドグラフ）の揺らぎは RSD で 1%前後となった。この安定度は ECR イオン源によるところ
が大きく、パラメーターの設定によってはイオン電流の安定度は 0.5%を切った。そこで、他のイオン化
法では達成できない、この ECR イオン源の突出した特徴を生かし、計測スタート前後のわずかな変
化をリアルタイムで解析することで、剤の特定を行うことを基本として解析法を考案した。この解析法
を、InDAT-n （Integrated Deviation from Air Trend-line for Monitoring Mass）と呼び、計測中の各
質量数のトレンドラインが空気のトレンドラインの揺らぎに対してその差の積分が[n]σ 以上変化した
ものをピックアップし、その変化量を質量数に対してグラフ化するものである。変化量は絶対値換算
と相対値換算の 2 種類にて照合する。図 19 は InDAT-10 による GB 23 mg/m3 を投入した際の質量
スペクトルである。スペクトル再現性は良好で、微量な化学剤の投入でも高感度で反応する。
QUADERA からエクスポートされた各質量数の数値データから InDAT による解析にて質量スペクト
ルを得るまで数 s である。計測時間と合わせて 1 min 以内で計測結果を出力でき、検知時間のミッシ
ョンステートメントを達成した。
本事業計画では、ECR イオン源によ
る化学剤の検知法として、化学剤に含
まれる特徴的な元素または分子（F、P、
CN、S、Cl、As）を監視元素として、そ
れらを検知することを主眼としてきた。
一方、ECR プラズマによる極めて安定
なイオン化で、大気に対して ppm レベ
ルの極微量な剤を含むものに対して、
非平衡プラズマ中のイオン分子および
電子反応による特徴的なイオンの増
減が観測された。図 20 は GB 測定時
の各質量数のトレンドの増減データである。この各質量数に対する増減は再現性があり、また各剤別
に特徴的な増減も観測されることから、監視元素のみでなく、この特徴的なイオン分子電子反応の
変化すべてをもって検知判断を行うこととした。これら ECR プラズマおよびイオン源による微細な反
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応変化は、プラズマガス圧に大きく依存すると考えられる。これらの現象はこれまでに観測された例
は無く、学術的見地からも興味深いものであり、他分野への応用も期待される。
なお、検知感度に関しては HD および CG 以外の化学剤に対しては、ミッションステートメントの
1/100 の LCt50 値の基準を達成することが技術開発期間中に達成することができず、再審査の指示
により ECRIS-MS の開発を断念した。
研究項目４： ECS 装置開発
・概要
再審査の指示を受け、研究項目３の
ECRIS-MS 装置の開発を技術開発期間
で終了し、開発を断念した。IMS 装置との
複合化の新しい装置候補として、過去に
開発の実績・ノウハウのある、IMS 技術と
原理が大きく異なり IMS 検知の弱点（ガス
性化学剤検知性能が低い）を補うという
観点から、ECS を選択した。理研計器
(株)は、ECS 実用試作装置を設計・製作し、使用可能な低濃度の実剤を用いて検知性能を確認、工程
を修正し、科学警察研究所が実剤を用いて性能検証した。また、理化学研究所は ECS 検知プログラム
を考案、製作し、実機に実装して検知性能を検証した。
・目標に対する成果
(1) 装置の設計・製作
IMS で判別が困難なガス性化学剤に対し、検知網羅性・検知正確性を上げる
ために、再審査時に ECS 装置と IMS 装置の複合検知システムを採用した。ECS
は、作用電極、電解液、対電極、参照電極からなり、撥水性膜を通して導入さ
れた試料ガスが電極間に掛けた電位により電気分
解され、その電流値変化でガスを検知するもので
（図 21）、作用電極の材質、電解液、設定電位などを
変えることで様々なガスの検知が可能である。ここで
は、主に血液剤と窒息剤について判別評価を進め
た。まず、特性の異なる ECS（例：写真８）を 5 種並べ
同時に測定を行う 5 連ユニット（D 300×W 235×H 200
mm、写真９）を製作し、複数のセンサーについて、AC、
CK、CL、CG の測定を行い、LCt50 の 1/1000 濃度の検
知が可能なセンサーの選定を行った。
IMS 装置で判別が困難な 5 種の化学剤について
LCt50 の 1/1000 以下の濃度の検知を確認した。ECS
装置は単独動作し、各センサーの出力レベルを LED
ランプにより視認可能で、電源の ON/OFF のみで動作し、操作性と実用性を考慮した。筐体は IMS
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装置との連結性を重視し、さらに配管経路や構成部品の見直しを行うことで小型化（D 390×W 235
×H 110 mm）かつ軽量化（2.0 kg（電池含む））に成功した（写真１１）。
(2) 検知プログラムの製作
」ECS 装置では、各化学剤に対してそれぞれの受け持ちのセ
ンサーが決まっているため、剤の検出・判定は IMS よりも単純で
ある。基本的にはある化学剤に対して、受け持ちのセンサーの
強度が閾値を超えたとき、そのセンサーが「応答」したと規定し、
受け持っている化学剤が検出されたとみなす（図 22）。実際には、
センサーが受け持ちの化学剤以外にも応答することも
あるが、各々のセンサーの応答を組み合わせることで、
各化学剤を識別することが可能であることを確認した。
ただし、AC と CK については、各センサーの応答だけ
ではこの 2 剤を判別することができないため、強度情報
を加味した剤判定（線形判別分析法）を行った。たとえ
ば、AC と CK は判別関数が示す境界面（この場合は
線）によって分離されうる（図 23）。複数のセンサーの強
度情報から判別関数を算出することが可能である。剤を決定したのち、受け持ちのセンサーの強度
から剤の濃度を推定した（図１4 左）。解析プログラムの作成には LabVIEW を用い、線形判別分析な
ど一部の統計解析にはプログラミング言語である R 言語を用いた。
研究項目５： 複合装置開発
・概要
技術開発期間での複合装置は、IMS 装置と ECRIS-MS 装置との複合であった。研究項目２に示すよ
うに理研計器(株)が IMS プロトタイプ装置を試作し、研究項目３に示すように理化学研究所が
ECRIS-MS プロトタイプ装置を試作し、科学警察研究所で両装置を合体させ、実剤を用いて検知性能
を検証した。再審査後の実証期間での複合装置は、IMS 実用試作装置と ECS 実用試作装置との複合
である。研究項目２および４に示すように理研計器(株)が IMS 実用試作装置および ECS 実用試作装置
を製作し、さらに理研計器(株)が合体させた複合機を組み上げた。総合検知プログラムは、理化学研
究所が作成し、複合装置に組みこみ、科学警察研究所が実剤を用いて検知性能を検証した。
・目標に対する成果
(1) 技術開発期間（IMS 装置と ECRIS-MS 装置の複合）
サイズで大半を占める ECRIS-MS 装置の可搬性に関しては、装置内各機器を小型化し、バッテリ
ー駆動とした。プラズマ生成のための高周波電源と、装置内機器への電源として DC-DC マルチ電
源について必要最小限の性能をもち、かつ小型軽量を仕様として取り入れた。小型のターボ分子ポ
ンプ（TMP）、ダイアフラムポンプ、四重極 MS 計、真空計などの市販品は、Li-ion バッテリーの規格
である 24V にて駆動できる仕様のものである。IMS 装置は、横 430 mm、幅 321 mm、高さ 245 mm（容
積 0.034 m3）で重さ約 13.3 kg（PC 除く）である。ECRIS-MS 装置のアルミフレームの外形寸法は横
900 mm、幅 345 mm、高さ 600 mm（容積 0.186 m3）で重さ約 40 kg である。写真１２に複合装置を示
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す。これは技術開発期間でのミッシ
ョンステートメントである 0.5 m3、100
kg を達成しているだけでなく、IMS
装置と組み合わせたとしても、実証
期間でのミッションステートメントで
ある 0.2 m3、重さ 50 kg に対してほ
ぼ達成した値である。検知性能に
関しては、警報時間は、IMS 装置、ECRIS-MS 装置ともに 1 min 以内であったが、検知下限は、IMS
装置では検討した化学剤 16 種すべてにおいて
1/100 の LCt50 値以下であり、ECRIS-MS 装置では
ＨＤおよびＣＧのみ以下で、それ以外の化学剤に
対 し て は LCt50 値 の 1/100 以 上 で あ っ た 。
ECRIS-MS 装置部分に関してミッションステートメン
トが達成されていない。
(2) 実証期間（IMS 装置と ECS 装置の複合）
IMS 装置と EC 装置を統合させ、化学剤を網羅
的に検知し、かつ信頼度の高い剤種判定および濃
度の半定量を行うことが可能となった。検知フロー
としては、IMS 装置および ECS 装置が化学剤を吸
引し、各装置で得られた測定結果をデータベースと照合し、Reliability 値（信頼度）に従い統合判定
処理を行う。1 回の統合処理は 800 ms、ガス吸引から剤種判定まで 10 s 以内を実現した。
IMS 装置における判定処理は、単体動作時
の処理と同様の方法である。ECS 装置の判定
処理は、装置に搭載した 5 種のセンサーの出
力パターンによる判定方式を用いており、一
部出力パターンの重なるガス種についてはさ
らに出力強度比を加えた線形判別法を用いて
いる。また、データベース上に登録の無いガス
を検知した場合は「その他」と表示する。装置
サイズは横 390 mm、幅 200 mm、高さ 330 mm、
重量 6.6 kg（バッテリー・電池含む）の可搬サイズを実現（写真２）したほか、IMS 部（IMS 装置）と ECS
部（ECS 装置）の分離および単独動作も可能となっている。
上述のように、IMS および ECS の解析プログラムの最終的な仕様を決めたのちに、剤判定の統合
化をはかった。解析プログラムでは、① IMS （正イオンモード）、② IMS（負イオンモード）および③
ECS の三通りの剤判定結果が出力される。理想的には全ての判定結果が同一であることが望ましい
が、三通りの剤判定から複数の候補が表示されることがあり得る。このような状況を統合的に処理す
るために、データベースに搭載されている剤種データに Reliability という値を持たせ、判定の信頼度
を重みづけする手法を採った。例えば、ある試料を測定した際に三通りの剤判定が全て異なる剤候
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補を示していたとすると、Reliability 値が一番高い測定手法の判定結果を採用する。この方法は単
純な手法であるため計算処理のスピードが高く、さらにデータベースの更新によって剤の統合判定
の特性を逐次修正できるメリットがある。最終的に、このようにして完成させたプログラムを実用試作
装置に組み込み、実用試作複合装置を完成させた。図 24、写真１３に操作画面表示例を示す。
検知性能に関しては、検知下限は検討した化学剤 17 種すべてにおいて 1/100 の LCt50 値以下で
あり、10 剤において 1/1000 の LCt50 値以下であった。検知正確性は、IMS 装置で化学剤種の 10 倍
種の通常物質に反応しない性能を確保している。検知性能のミッションステートメントは達成された。
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審査のない講演会
なし
（ⅴ） 受賞等
① 金子貴洋：「質量選別型イオン移動度分析装置の開発 IV」（日本物理学会第3回学生プレゼ
ンテーション賞）, 2015.3.22
（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）
なし
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
再審査の結果を受けて、計画を大幅に変更した。すなわち、技術開発期間での ECRIS-MS 開
発が達成されないとの判断に基づいて、ECRIS-MS 開発を断念した。IMS 装置との複合として、
ECS を選択して、実証期間において IMS 実用試作機の製作に加えて、ECS 技術を開発し、ECS
実用試作機を製作した。
（ⅱ） 再審査コメントへの対応
再審査において、「再審査の結果、技術開発期間終了時の達成目標（ミッションステートメント）
を達成する見込みがかなり難しく、特に ECRIS-MS については遅れがあり、所期の計画通り、複
合装置としての実証試験に移行するのが難しいと判断された。本プロジェクトの継続実施につ
いて再検討を行うため、ミッションステートメントの見直しも含め以下の 3 項目を留意し
た“実証期間における研究計画”の再提出を指示する。①実証期間においては、IMS 装置開
発に集中して研究開発を行うこと、②IMS 技術に関しては国産技術として確立し諸外国の機材を
凌駕する性能を新たな目標に定め達成すべく努力すること、③研究開発のロードマップ、マイル
ストーンを具体的に提示すること」という意見が出された。
指摘事項に対する回答として、①基本的な IMS 技術を基にして、最先端の IMS 関連技術を取
り込み、かつ新たに創意工夫して、国内初の携帯型 IMS 検知器を完成させる計画に変更した。
代わりに、ECRIS-MS 装置開発を中止し、理化学研究所の担当を IMS 装置開発における新規関
連技術創成に振り替えた。②化学剤検知に関して、IMS と原理の異なる既存の検知技術（電気
化学センサー、テープ光電光度法など（実際には、ECS を採用））を新規に付加して（IMS との複
合化）、市販 IMS 検知器において達成されていない偽陽性 10%以下の性能を目指すこととした。
③変更したロードマップ・マイルストーンを提出した。
（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
プロジェクト提案当初の平成２２年初頭においては、9.11 同時多発テロから１０年を経て、大量
破壊兵器を用いたテロの脅威は若干沈静化し、テロ事案への対策も行政レベルで進み、現場初
動措置隊へ欧米の市販の化学剤検知資機材は行き渡り、現場テロ対処体制はある程度整ったと
思われた。しかし、その時点での現場検知技術レベルは依然不十分（検知剤種に限りがある、検
知感度が低い、誤警報が多い）であった。我が国の初動措置隊では、資機材配備が十分なされて
いる拠点部隊において、検知資機材を組み合わせてようやく化学剤検知が可能という対応レベル
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であった。国産の検知器としては、科学警察研究所と理研計器(株)が文科省科学技術振興調整
費研究で開発したテープ光電光度法装置 FP-100 が一部配備され、活用されている程度である。
このプロジェクト５年間の時期では、初動措置隊が化学剤検知に使う優先度第一の資機材として、
国内外で Smiths Detections 社製の IMS 検知器 LCD 3.3 が比較的に多く普及していると思われる。
この LCD 3.3 も、偽陽性がまだ頻繁に起こる、ガス性化学剤の検知に難がある（業績：原著論文
④）。一方、2013 年のシリア内戦において GB が使われ、多くの死傷者が出てしまい、化学兵器の
脅威が一挙に高まった。IS は、公然と化学兵器に興味を示し、2020 東京オリンピック、パラリンピッ
クの開催が決定し、2016 年には伊勢志摩 G7 サミットが開催されるため、早急な化学テロ対処体制
の構築が急務となっている。現場の要求検知性能を満たす検知資機材の登場が一層期待さる。
（２） 実施体制の妥当性
責任機関の科学警察研究所は、警察のテロ対処ミッションの中核である警察庁警備局警備課と行
政的に連携しており、有効な現場ニーズの把握、創成技術・装置の普及を可能としている。また、警察
機動隊のみならず、消防庁、海上保安庁の初動措置隊に対して、毎年化学剤検知訓練を提供してお
り、初動措置隊としての現場の声を反映でき、科学警察研究所で得られた現場検知に関する知識、ノ
ウハウ、技術情報は効率よく現場に行き届くものである。諮問委員にも、国家行政レベルで諮問する内
閣府のみならず、現場に近い警察、消防、海保、防衛から行政担当者が参加している。プロジェクトの
節目節目で、諮問委員会を開催し、学術諮問委員の先生方からの技術開発に関する専門的な指示に
加えて、また省庁府諮問委員の方々からの指摘、希望を受けて、現場のニーズに応えるように研究開
発の方向性は適切に修正されてきたと確信できる。
プロジェクトは、産学官体制で推進された。国産発の検知器を目ざす IMS 開発には、IMS 分子挙動
解明研究に経験の深い首都大学東京、計測器製造の実績の大きい理研計器(株)、市販検知器の性
能評価の経験の多い科学警察研究所が担当した。運営委員会を頻繁に開催し、異分野の参画機関メ
ンバー間での十分な討論と意思疎通がなされたと評価できる。また、国産技術である ECRIS-MS 開発
には、経験の多い理化学研究所が担当し、プロジェクト開始前から、科学研究費補助金を受けて、科
学警察研究所と共同して化学剤検知法開発を進めていた経緯がある。今回のプロジェクトは過去の実
績を基に一挙に装置開発を完成するものであった。しかし、再審査により ECRIS-MS 開発は中止となり、
急遽 IMS の複合として、現有組織の中で達成することを条件として、理研計器(株)の世界でもトップレ
ベルの得意技術である電気化学センサー（ECS）を採用した。十八番の技術であり、短期間で ECS 装
置の製作は可能となった。ECRIS-MS 開発を担当していた理化学研究所は、実証期間において新規
に検知プログラムの開発を担当して、装置を製作する理研計器(株)と共同して、これも短時間に使える
検知プログラムを完成させ、絶妙な参画の成果と言える。
科学警察研究所は、装置の性能を検証する環境（施設、標品）を提供するのみならず、上述した現
場ニーズの抽出、プロジェクトの取りまとめを担当している。加えて、これまでの化学剤に関する知識、
分析法開発の実績、何よりも化学剤現場検知器開発の経験、実績が豊富であり、特に学術的な業績、
装置開発の実績を有し、本研究開発の要となっている。
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
研究期間が終了した平成２７年４月以降は、理研計器(株)が事業化を現実的な視野に入れて、自己
資金により、試作機から製品に向けての装置の改良をすすめている。特に、IMS 部は、市販されている
検知器 LCD 3.3 のサイズを考慮すれば、さらなるダウンサイジング（重量 4.6 kg を半分以下にする）を
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目ざす必要がある。電源の作り込みは大きく改善の余地があり、専門チームを投入する予定である。
ECS 部については、現状のセル構造を改変してダウンサイジングすると感度の低下が予想されるため
に、マイナーな改良に努める。併せて、複合装置としての検知感度および干渉耐性など、改良によりさ
らなる検知性能の向上を目ざす。装置のハード面の改良作業完了は平成２８年中頃を目ざす。科学警
察研究所と理研計器(株)は、本プロジェクトの枠外で、すでに化学剤の現場検知装置、技術開発を目
的として共同研究契約を締結し、共同研究を継続している。今後も、共同研究の枠内で化学剤を用い
た検証は科学警察研究所において、自己資金で実施する。
理化学研究所は、本プロジェクトも含めて科学警察研究所と２つの共同研究開発を実施してきた関
係上、本プロジェクト終了後も、複合装置の検知プログラムに係る作業に、自己資金で協力する。首都
大学東京も、IMS 装置改良に係る作業に、自己資金で協力する。
（２） 社会・経済・科学技術的波及効果
開 発 し た IMS-ECS
複合装置は、化学テロ
対処において初動措
置隊が現場に突入し
て初段階で危険物検
知に用いる装置とし
て位置づけされる。現
状では、スクリーニン
グ、個人防護仕様の、
IMS 検知器、ガス検知
管（ともに欧米より輸
入）、テープ光電光度
法装置（国産）を用い
て、化学剤の検知（特
定には至らない）を実
施していた。また、拠点部隊は装備された GC-MS 装置（欧米）などを用いて確定検査（検知さ
れる剤は限定）を行っていた。高感度で使い勝手のいい、そして偽陽性の少ないという仕様を
満たすプロジェクト開発装置（複合装置）は、図 25 に示すように初動措置隊が部隊に一台装備
し、現場に最初に到着して危険物検知を迅速・確実に検知する装置と言え、これまでに不可能
であった現場活動での役割を担うものであり、導入されれば化学テロ対処が有効に運用可能と
なるであろう。すなわち、テロ対策レベル全体が格段に向上するものと期待される。特に、本
装置は国産であり、故障対応が迅速、柔軟に対応でき、これまでの欧米輸入品で支障を来して
いた運用の欠点が解消されよう。
IMS 技術は、これまでの我が国では基礎研究段階であり、本プロジェクトが最初の IMS 装置
開発となる。5 年間の本プロジェクトにおいて、政府資金と多大の努力の結果、IMS 装置は実用
化が可能な段階に至り、科学技術上画期的と言える。IMS 検知の対象は本プロジェクトでは化
学剤であるが、一般化学物質に対しても計測可能であり、他の危険物計測の分野（爆発物、違
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法薬物）のみならず、産業界および民用の計測分野に十分展開できると思われる。検知の難し
い化学剤の計測において実績を挙げることにより、この IMS 技術の他分野への展開が大いに期
待でき、大きな経済効果を起こすものと確信する。
一方、ECS 技術は、全世界に普及した計測技術であるが、化学剤検知を目的としてアレイ化
することにより、IMS による検知で不得意とされる低分子の化学剤に対して検知が可能である
ことが判明した。IMS 同様、ECS アレイ化により他の化学物質の計測にも応用可能であり、付随
する科学技術、経済効果も期待できる。
Ⅳ

自己評価
１．目標達成度
提案当時の IMS と ECRIS-MS の複合は達成できなかったが、再審査後の変更により IMS 複合
の相手を ECS と設定したことにより、最終的にミションステートメント（装置構成、性能数
値目標、性能運用法）は達成された。
２．プロジェクト全体としての成果
ECRIS-MS 装置による化学剤検知に関しては、ミッションステートメントを満たす成果は挙
げられなかったが、学術的には新規であり、学術論文化もなされ、今後の展開が期待される。
IMS 技術・装置開発は、プロジェクト開始とともに我が国での出発と言えるが、IMS 原理など
の基礎的知見が獲得され、学術的には大きな財産となった。何よりも、使える IMS 装置一号
機が完成したことが大成果である。化学剤検知を補完する ECS 技術に関しても化学剤をター
ゲットとした開発取り組み、IMS との複合化、検知プログラムの開発と併せて、再審査後の
短い期間で達成されたことは参画機関の努力の賜である。
３．研究計画・実施体制
提案当初の総括、IMS 開発、ECRIS-MS 開発の計画、体制は、再審査により大きく変更され
たが、新たに理研計器(株)の ECS 技術を活用して、理化学研究所が検知プログラム開発を特
化集中することにより、各機関が得意分野の技術、知識を最大限動員して、ミッションステ
ートメントを達成する成果が得られた。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
ミッションステートメントは達成されたが、現場で使える、売れる（競合他社の検知装置
と戦って勝てる）製品には現時点では及ばない。製品化に向けて、製造メーカーの理研計器
(株)が中心となって装置の改良、性能検証を継続することにより、近いうちに事業化され、
テロ対処現場に複合装置が導入されることと願う。また、IMS 装置は国産初であり、検知対
象を化学剤のみならず、他の化学物質とすることにより、IMS 製品化の道が開けることが大
いに期待できる。
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