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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：捜査支援スペクトルイメージング装置の開発
■テーマ：現場における鑑識資料のイメージング装置の開発
■責任機関名：早稲田大学
■研究代表者名（役職）： 宗田孝之（教授）
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 23～25 年度、実証期間：平成 26～27 年度）
■実施経費： 400 百万円
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
「検挙に勝る防犯なし」と言われるとおり警察による犯人検挙ほど犯罪予防に大きく貢献するものはな
い。即ち、一つでも多くの事件を究明し解決することが安全・安心な社会の構築に繋がるわけである。
指掌紋は万人不同終生不変であり、個人特定上絶対的な証拠価値を有する。鑑識現場における潜在
指掌紋の検出は被疑者特定に大きな役割を果たすことは言うまでもない。これまで潜在指掌紋の検出法
は様々な方法が考案され実用化されてきている。それでも、これら従来法を駆使しても検出しきれない潜
在指紋が存在することも事実である。一方で、その技術の急速な進歩から、残留皮膚断片や体液からの
DNA 型鑑定がその重要性を増してきている。このような状況下にあって、潜在指掌紋検出には DNA 型鑑
定と干渉せず、かつ従来法を凌駕するような方法への期待が高まってきている。
上述したような背景のもと、本申請が提案・開発する装置の目的は、様々な犯罪、事故の現場におい
て、被疑者の特定に繋がる現場鑑識資料を非接触で顕在化させることである。
裁判員制度の発足に伴い、人間の目では確認できない証拠物の付着状況や形を画像によって分かり
易く表現できる意味合いは大きく、立証上極めて有効な手段と考えられる。
本プロジェクト（PJ）で開発する装置概要は、物体上に印象されたヒト由来成分（指紋・体液）などの潜在
的資料に対し、分光学的な観点で網羅的に検知し、正確に二次元情報として展開し、その場において等
倍印画できるというものである。
運用方法として、車両に搭載したま
まの状態を想定し、犯罪現場等に派
遣した車両自体を検知現場（モバイ
ルラボ）とする活用方法を提案する。
この方式は、手狭な犯罪現場等に、
装置とともに作業スペースを提供する
ことができるため、最も理想的な運用
方法と考えられる。
その他、検知に必要な部分を車両
から降ろすことによって、犯罪現場や
警察施設などを検知現場として運用
できるなど、その時々のケース毎に最
も適した運用を可能とする。システム
の検知部分には、可搬性を持たせ、２
人で積み卸し可能である。また、シス
テム全体の分解、組立て、セットアッ
図-1 想定される現場
プが容易な構造とする。得られたデー
タは、警察無線等の他、セキュリティーが保証された通信手段によって車両を介して警察本部に送信でき、
直ちに有効な資料として捜査に反映できる。
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２．研究の全体像

図-2 研究実施内容の概略

３．ミッションステートメント
【技術開発期間終了時】
ヒト由来分泌物によって印象されたこん跡を、非破壊・非接触かつ状況に応じて成分特定を容易に
するであろう各種分光学的手法の組み合わせにより精度よく検出する装置を開発するにあたり、マイル
ストーンを以下のように設定する。
脂質とタンパク質をそれらに特徴的な静的な吸収と発光を利用して検出することを目指す HSI コンポ
ーネント部分については、計測性能と既存システムとのデータ互換性も含めた技術水準を小型で可搬
性のあるモバイルラボ用実用実証機の域に到達させる。
目標スペック
① タンパク質と脂質検出に資する可視・近赤外域 HSI コンポーネント
視野：□30mm 相当、検出波長範囲：380-1000nm、波長分解能：2nm、計測時間：1 視野あたり
10-20 秒、
光源：白色ハロゲンランプもしくは単色（λex=350nm）光源、検出器：30fps 高感度モノクロ EMCCD
カメラ
② 脂質検出に資する近赤外域専用 HSI コンポーネント
視野：□30mm 相当、検出波長範囲：950-1700nm、波長分解能：5nm、計測時間：1 視野あたり
10-20 秒、光源：黒体輻射光源、検出器：30fps 高感度 InGaAs-NIR CCD カメラ
微量な試料を背景から分離顕在化させ検出精度向上を目指す fsTRPL と CARS コンポーネント部分
については、現場において認められるであろう現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出
が可能なことを証明し、画像化および小型・可搬性へ向けた見通しを明らかにする。
目標スペック
③ 微量タンパク質等検出に資する２光子励起 fsTRPL コンポーネント
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光源：λex=700nm、パルス幅 100-200fs、繰り返し周波数 80-90MHz の超短パルスレーザ、視野：
□30mm、検出波長範囲：380-780nm、波長分解能：2nm、検出器：ゲート機能付き ICCD カメラ：時間
分解能：1ns
④ 微量脂質等検出に資する CARS コンポーネント
光源：λex=800nm、パルス幅 130fs、繰り返し周波数 80-90MHz の超短パルスレーザ、視野：□
30mm、検出波長範囲：500-800nm、波長分解能：0.4nm、検出器：EMCCD カメラ
【実証期間終了時】
実証プロトタイプ機の光源や光学系を変更し、小型で可搬性のある実用実証機を製作し、実現場を
想定した試料を用いた性能の実証試験を行った後、通信機能を持たせた車両に搭載してモバイルラ
ボを製作する。その性能評価・検討を行い、既存の指掌紋自動識別システムとの整合性を確認し、市
場参入を目指す実用機とする。
４．研究計画
全体計画
目標を達成するにあたり、指紋などの付着物を二次元画像として非接触、非破壊で検出する方法お
よび装置の開発における技術的課題は、ヒト由来成分の同定、付着物が微量で背景雑音が大きいとき
の S/N 比向上方法、DNA の温存、検出データの二次元画像化法、および装置の小型化であると考えら
れる。
エンドポイントは、現場に残されたヒト由来成分の内、脂肪とタンパク質(アミノ酸)の精密計測である。
前者については 0.93, 1.21μm 付近の特徴的吸収または 3000cm-1 近傍と不飽和脂肪酸起因の
1660cm-1、カルボニル基起因 1700-1800cm-1 のラマンシグナルなど、後者のうちヘモグロビンについて
は 500-700nm における特徴的吸収、それ以外のたんぱく質については紫外域(350nm)励起時の
380-780nm 域における発光（その蛍光寿命は 2-4ns オーダー）等が特徴である。
目的分子を背景から顕在化させて検出するため、目的分子特有の情報を有する光の反射、散乱、
燐光、蛍光スペクトルを利用し、目的分子を分光学的手法で相補的に検出するシステムを構築する。
現場における残留物の多寡や検証時間の制約等の要素を鑑み、ハイパースペクトラルイメージング
（HSI）コンポーネント、フェムト秒レーザを使用した２光子励起時間分解蛍光寿命計測（fsTRPL）コンポ
ーネント、スーパーコンティニュウム光源を用いたコヒーレントラマン分光（CARS）コンポーネントを組み
合わせたイメージングシステムを構築する。３つのコンポーネントは相補的である。具体的には、HSI コ
ンポーネントは、短い計測時間が特徴で現場における全体的な探索に威力を発揮する一方、残留分
子が体積が少ないと S/N 比が悪化する。背景雑音を除去するのに威力を発揮するのが fsTRPL コンポ
ーネントであり、さらに検出信号をコヒーレント光とすることでさらなる S/N 比向上と空間分解能向上を
目指すのが CARS コンポーネントである。これら相補的なコンポーネントによって計測された共通試料
のデータをもとに、現場の各種状況下でどのコンポーネントが最も適切かを見極め、運用マニュアルの
作成も必要と考えられる。
各コンポーネントの光源は、残留 DNA を破損しないように、310nm よりも長波長に設定することが必
要であると考えられる。
HSI 関係では、ヒト由来残留物を同定するための分光波長領域および照明光の照射方法の最適化、
fsTRPL および CARS 関係ではレーザによる励起光源の光学系および照射位置制御方法の最適化に
加え、測定装置小型化と運搬などに耐える実用化対応技術の開発などが課題である。
さらに、歪んだ対象物を等倍画像として表現するための画像補正ソフト、各分光スペクトルの解析や
イメージングに必要なソフトの開発も必要となる。
以下研究テーマごとに当初の全体計画と年次計画を記す。

【VIS-, NIR-HSI コンポーネント】
脂質やタンパク質をそれらに特徴的な静的吸収スペクトルや発光スペクトル（蛍光、燐光スペクトル）、
3

さらには散乱光を利用して検出するために、異なる波長域をカバーできる 2 種類の HSI コンポーネント
を開発する。脂質とタンパク質の吸収、発光、散乱すべてに対応可能な可視域・近赤外域対応 HSI コ
ンポーネント（以下、VIS-HSI コンポーネントと称す）と、脂質の吸収と発光に対応可能な近赤外域専用
HSI コンポーネント（以下、NIR-HSI コンポーネント）である。前者は、静的な蛍光分光イメージング装置
としての役割も期待される。三次元測定装置によって得られた形状情報を基に、演算によって歪んだ
形状を補正し、正確に二次元展開された等倍画像を得る機能を両装置に付与する。
これら 2 種のコンポーネントを開発するために、以下の年次ごとの目標を立てた。
１年目：実験室レベルのコンポーネントの設計・製作、データ解析手法の開発。
２年目：その性能評価、要素技術改善、既存システムとの整合性確認と実証プロトタイプ機仕様設計、
システム設計開始。
３年目：２年目と同様の要素技術改善、確認と実証プロトタイプ機仕様設計、システム設計/制作。
４年目：実証プロトタイプ機のシステム評価/既存システムとの整合性の確認、改良。
５年目：実証プロトタイプ機の DNA 非破壊性の検証と製品化の検討。
【2 光子 fsTRPL コンポーネント】
微量な試料を背景から分離顕在化させ検出精度向上を目指す２光子励起 fsTRPL コンポーネントが、
現場において認められるであろう現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出可能なことを
証明し、画像化および小型・可搬性へ向けた見通しを明らかにする。
この目的を達成すべく、以下の年次計画を立案した。
１年目：２光子励起 fsTRPL コンポーネントのプロトタイプ機の設計、要素技術開発。
２年目：２光子励起 fsTRPL コンポーネントのプロトタイプ機の製作、データ収集による評価、小型化要素
技術開発。
３年目：２光子励起 fsTRPL コンポーネントのプロトタイプ機のデータ収集による評価、小型化要素技術
開発。実証プロトタイプ機仕様設計、システム設計。
４年目：２光子励起 fsTRPL コンポーネントのプロトタイプ機のデータ収集による評価、小型化要素技術
開発、要素技術の改善及び既存システムとの整合性の確認。実証プロトタイプ機のシステム
設計/製作。
５年目：２光子励起 fsTRPL コンポーネントのプロトタイプ機の要素技術の改善及び既存システムとの整
合性の確認と DNA 非破壊性の検証。および、実証プロトタイプ機仕様確定と製品化の検討。
【CARS コンポーネント】
CARS コンポーネントに対しても、微量な試料を背景から分離顕在化させ検出精度向上を目指して、
それが現場において認められるであろう現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出可能な
ことを証明し、画像化および小型・可搬性へ向けた見通しを明らかにする。
本コンポーネント開発の年次計画は、以下の通りである。
１年目：CARS コンポーネントプロトタイプ機の設計、要素技術開発。
２年目：CARS コンポーネントのプロトタイプ機の製作、データ収集による評価、小型化要素技術開発。
３年目：CARS コンポーネントのプロトタイプ機のデータ収集による評価、小型化要素技術開発。実証プ
ロトタイプ機仕様設計、システム設計。
４年目：CARS コンポーネントのプロトタイプ機のデータ収集による評価、小型化要素技術開発、要素技
術の改善及び既存システムとの整合性の確認。実証プロトタイプ機のシステム設計/製作
５年目：CARS コンポーネントのプロトタイプ機の要素技術の改善及び既存システムとの整合性の確認と
DNA 非破壊性の検証。および、実証プロトタイプ機仕様確定と製品化の検討。
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研究計画表
表-1 研究項目と研究スケジュール
研 究 項 目
①可視域 HSI コンポ
ーネント

１年度目

３年度目

４年度目

５年度目

プロトタイプの設計と製作
データ収集とシステム評価及び改良
実用機に向けた要素技術改善

機能試作機の設計・
製作・評価・各種要素
技術の改善
②近赤外域 HSI コン
ポーネント

２年度目

既存システムとの
整合性の確認
プロトタイプ設計・製作
データ収集とシステム評価及び改良
実用機に向けた要素技術改善

機能試作機の設計・
製作・評価・各種要素
技術の改善
③2 光子励起 fsTRPL
コンポーネント

既存システムとの
整合性の確認
システムシミュレーションによる
仕様設計
プロトタイプ設計・製作

機能試作機の設計・
製作・評価・各種要素
技術の改善

要素技術の改善
データ収集とシステム評価及び改良
小型化に向けた要素技術開発

④CARS コンポーネン
ト

システムシミュレーションによる

既存システムとの整合性の確認

設計に反映

仕様設計

機能試作機の設計・
製作・評価・各種要素
技術の改善

プロトタイプ
設計・製作
データ収集とシステム評価及び改良
小型化に向けた要素技術開発

要素技術の改善

既存システムとの整合性の確認

実証プロトタイプ機の
設計・製作
仕様設計/設計・製
作、距離計・モバイル
ラボに搭載、
性能評価
小型・可搬型実証機
の設計・製作

実証プロトタイプ機仕様設計
設計・製作

仕様確定/設計・製
作、性能評価

システム評価/既存システム
との整合性確認

実証機仕様確定/設計・製作
性能評価

スケジュールに特段の変更はなし。
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５．実施体制
＜研究実施体制図＞

岐阜県警科捜研(協力機関)
兵庫県警科捜研(協力機関)
三重県警科捜研(協力機関)
警視庁鑑識課(協力機関)
神奈川県警鑑識課(協力機関)

早稲田大学(責任機関)：研究総括
（1）各開発（要素）技術の仕様設計、プロトタイプ機、
実証プロトタイプ機、小型・可搬実証機の仕様設計、
基本性能の検証。
（2）HSI コンポーネントの責任担当
（3）データ解析手法の開発、各段階でのシステム評価。
（4）データ互換ソフトウェアの開発
（5）実証機の総合評価。

解析結果及び
システム評価の
フィードバック
現場からの

データ提供

現場で蓄積された

装置仕様の提供、

科学警察研究所(参画機関)
（1）２光子励起 fsTRPL
コンポーネントの責任担当
（2）各段階における装置を用いた
ファントムおよび実試料の計測と
性能評価
（3）既存システムとのデータ互換仕様提示
（4）実証機の総合評価

解析アルゴリズム
の提供

フィードバック

知見と計測データ提供

情報共有/協働

計測システムの提供
JFE テクノリサーチ(参画機関)
（1）プロトタイプ機、実証プロトタイプ機の
小型・可搬実証機の設計・製作。
（2）CARS コンポーネントの責任担当
（3）各段階での小型化技術の改良。
（4）実証機の総合評価

高速分光装置の提供及び装置の
性能評価

図 -3 研 究 実 施 体 制 図
当 初 計 画 に加 え警 視 庁 刑 事 部 鑑 識 課 ならびに神 奈 川 県 警 察 本 部 刑 事 部 鑑 識 課 が協 力 機 関
として参 画 、研 究 体 制 強 化 を図 った。
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＜実施体制一覧＞
表-2 研究実施体制一覧表
研 究 項 目
1. 責任機関
(1) 各開発（要素）技術の仕様設計、プロトタ

担当機関等

研究担当者

早稲田大学理工

◎宗田孝之(教授)

学術院

奥田英和(次席研究員)(～H26.3)

イプ機、実証プロトタイプ機、小型・可搬

永岡 隆(次席研究員)（H24.4～

実証機の仕様設計、基本性能の検証。

H27.3）

(2) HSI コンポーネントの責任担当

中村 厚(次席研究員)（H24.4～）

(3) データ解析手法の開発、各段階でのシ
ステム評価。
(4) データ互換ソフトウェアの開発
(5) 実証機の総合評価
2. 参画機関

科学警察研究所

(1) ２光子励起 fsTRPL コンポーネントの責任

黒木健郎(特任研究官)
黒沢健至(室長)

担当

秋葉教充(主任研究官)（H24.3～）

(2) 各段階における装置を用いたファントム

関口和正(室長)（H25.1～）

および実試料の計測と性能評価

藤井宏治(主任研究官)（H25.1～）

(3) 既存システムとのデータ互換仕様提示

角田英俊(研究員)（H27.1～）

(4) 実証機の総合評価

井元大輔(研究員)（H27.1～）

3. 参画機関
(1) プロトタイプ機、実証プロトタイプ機の小

虎尾 彰(部長)
ＪＦＥ

市川文彦(主査)（H27.4～デルフト

テクノリサーチ

ハイテック株式会社)

株式会社

高橋良弥(H25.4～)

4. 協力機関

三重県警科捜研

秋葉教充(所長)（～H24.3）

5. 協力機関

岐阜県警科捜研

竹内繁樹(研究官)

6. 協力機関

兵庫県警科捜研

下田 修(主席研究員)

型・可搬実証機の設計・製作。
(2) CARS コンポーネントの責任担当
(3) 各段階での小型化技術の改良。
(4) 実証機の総合評価

高津正久(所長)（～H24.3）
7. 協力機関

兵庫県企業庁

高津正久（H24.4～）

8. 協力機関

警視庁刑事部鑑

政木隆志(警部補)

識課（H26.11～）

室田圭吾(巡査部長)
林 藤盛（巡査部長）

9. 協力機関

神奈川県警察本

玉野元士(巡査部長)

部刑事部鑑識課

今行厚史（技術吏員）

（H27.12～）

朝倉浩樹（技術吏員）
渡邊昌幸（事務吏員）

◎ 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＞
表-3 諮問委員会委員一覧表
所属機関

役職

氏名

早稲田大学

理工学術院教授

宗田孝之（委員長）

東京医科大学

名誉教授

會沢勝夫

筑波大学数理物質系物理工学域

准教授

加納英明

内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーショ

参事官補佐

森田淳子（～H25.1）

ン担当）付

行政実務研修員

鈴 木 俊 之 （ H25.1 ～
H27.1）

上席政策調査員

増田幸一郎（H27.1～）

行政実務研修員

入 門 朋 子 （ H27.3 ～
H28.1）

警察庁刑事局犯罪鑑識官付

行政実務研修員

越石英樹（H28.1～）

課長補佐

伊藤元貞（～H25.2）

指紋専門官（～H27.4）

杉浦芳博（H25.3～）

課長補佐（H27.4～）
千葉県警察本部刑事部鑑識課

管理官（～H27.3）

末吉 智

理事官（H27.4～）
海上保安庁警備救難部刑事課

専門官

菊永純一（～H24.3）

専門官

佐 々 木 賢 一 （H24.4～
H25.3）

防衛省人事教育局服務管理官付

鑑識係長

大原謙一（H25.4～）

服務専門官

梅 勝卓（～H24.8）

服務専門官

田 中 省 次 （ H24.9 ～
H25.3）

防衛部員

山 下 孝 司 （ H25.4 ～
H26.5）

防衛部員

渡邊

真 （ H26.6 ～

H27.3）
服務専門官

仕 田 貴 也 （ H27.4 ～
H27.9）

防衛部員

諮問委員会等の開催実績及び議題
(a) 諮問委員会
平成 23 年度
第一回(平成 23 年 10 月 24 日)

議題:プロジェクト概要説明
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田中洋介（H27.10～)

第二回(平成 24 年 3 月 29 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

平成 24 年度
第一回(平成 24 年 9 月 21 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

第二回(平成 25 年 3 月 27 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

平成 25 年度
第一回(平成 25 年 9 月 4 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

第二回(平成 26 年 3 月 25 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

平成 26 年度
第一回(平成 26 年 9 月 24 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

第二回(平成 27 年 3 月 24 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

平成 27 年度
第一回(平成 27 年 9 月 28 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

第二回(平成 28 年 3 月 28 日)

議題：進捗状況報告及び総合討論

(b) 運営委員会
平成 23 年度
第一回(平成 23 年 10 月 24 日)、第二回(平成 23 年 11 月 28 日)、第三回(平成 23 年 12 月 26 日)、
第四回(平成 24 年 1 月 23 日)、第五回(平成 24 年 2 月 27 日)、第六回(平成 24 年 3 月 29 日)
平成 24 年度
第一回(平成 24 年 4 月 23 日)、第二回(平成 24 年 5 月 21 日)、第三回(平成 24 年 6 月 25 日)、
第四回(平成 24 年 7 月 23 日)、第五回(平成 24 年 8 月 27 日)、第六回(平成 24 年 9 月 21 日)、
第七回(平成 24 年 10 月 29 日)、第八回(平成 24 年 11 月 26 日)、第九回(平成 24 年 12 月 21 日)、
第十回(平成 25 年 1 月 28 日)、第十一回(平成 25 年 2 月 25 日)、第十二回(平成 25 年 3 月 27 日)
平成 25 年度
第一回(平成 25 年 4 月 22 日)、第二回(平成 25 年 5 月 27 日)、第三回(平成 25 年 6 月 24 日)、
第四回(平成 25 年 7 月 22 日)、第五回(平成 25 年 8 月 26 日)、第六回(平成 25 年 9 月 4 日)、
第七回(平成 25 年 10 月 28 日)、第八回(平成 25 年 11 月 25 日)、第九回(平成 25 年 12 月 16 日)、
第十回(平成 26 年 1 月 27 日)、第十一回(平成 26 年 2 月 24 日)、第十二回(平成 26 年 3 月 25 日)
平成 26 年度
第一回(平成 26 年 4 月 21 日)、第二回(平成 26 年 5 月 19 日)、第三回(平成 26 年 6 月 30 日)、
第四回(平成 26 年 7 月 28 日)、第五回(平成 26 年 8 月 25 日)、第六回(平成 26 年 9 月 24 日)、
第七回(平成 26 年 10 月 27 日)、第八回(平成 26 年 11 月 17 日)、第九回(平成 26 年 12 月 15 日)、
第十回(平成 27 年 1 月 26 日)、第十一回(平成 27 年 2 月 23 日)、第十二回(平成 27 年 3 月 24 日)、
平成 27 年度
第一回(平成 27 年 4 月 27 日)、第二回(平成 27 年 5 月 25 日)、第三回(平成 27 年 6 月 29 日)、
第四回(平成 27 年 7 月 24 日)、第五回(平成 27 年 8 月 24 日)、第六回(平成 27 年 9 月 28 日)、
第七回(平成 27 年 10 月 26 日)、第八回(平成 27 年 11 月 30 日)、第九回(平成 27 年 12 月 21 日)、
第十回(平成 28 年 1 月 25 日)、第十一回(平成 28 年 2 月 22 日)、
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第十二回(平成 28 年 3 月 28 日) 下記項目(c)の公開総合実証試験に振り替え
(c) 研究成果報告会
公開総合実証試験(平成 28 年 3 月 28 日)
（試作したモバイルラボの性能等がミッションステートメントに合致している事を諮問委員会委員なら
びに科警研職員の方に確認していただく機会として総合実証試験を公開した）
Ⅱ．経費
１．所要経費
表-4 研究項目ごとの所要経費一覧表
(単位：百万円)

研 究 項 目

1. VIS- HSI コン

担当機関等

早稲田大学

ポーネント

研 究
担当者

所要経費（補助対象経費）
Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

年度

年度

年度

年度

年度

宗田 孝之

合計

7.7

18.7

23.6

3.6

8.6

62.2

14.9

3.3

25.1

3.0

4.9

51.2

1.8

48.5

5.5

11.1

56.9

123.8

9.8

26.5

97.0

5.0

24.5

162.8

34.2

97.0

151.2

22.7

94.9

400.0

永岡 隆
中村 厚

2. NIR-HSI コン

早稲田大学

ポーネント

宗田 孝之
奥田 英和
中村 厚

3． 2 光子励起

科 学 警 察 研 黒木 健郎

fsTRPL コンポ 究所

黒沢 健至

ーネント

秋葉 教充
関口 和正
藤井 宏治
角田 英俊
井元 大輔

4. CARS コンポー JFE テク ノ リ 虎尾 彰
ネント

サ ー チ 株 式 市川 文彦
会社

近藤 孝司
山口壮二朗
高橋 良弥

所 要 経 費
（合 計）
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２．使用区分
表-5 研究項目ごとの経費使用区分一覧表
（単位：百万円）
VIS-HSI

NIR-HSI

fsTRPL

CARS

計

１．補助金
設備備品費

21.0

26.5

111.3

92.4

251.2

人件費

36.8

24.1

0

40.1

101.0

消耗品費

0.7

0.2

4.7

16.6

22.2

その他

3.6

0.4

7.8

13.1

24.9

合 計

62.1

51.2

123.8

162.2

399.3

２．自主経費

0.1

0

0

0.6

0.7

62.2

51.2

123.8

162.8

400.0

0

0

0

0

0

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】（H23～27）
① イメージング分光カメラ：H23 年 12 月, 9 百万円, 研究項目２
② 時間分解蛍光分光装置：H24 年 11 月，45 百万円，研究項目３
③ V-HSI 装置実用化改修部品ならびに筐体の作製：H25 年 2 月, 5 百万円, 研究項目１
④ 白色レーザ光源:H25 年 9 月, 10 百万円, 研究項目５
⑤ 赤外域対応分光ヘッド：H26 年 2 月, 9 百万円, 研究項目２
⑥ CARS イメージング装置プロトタイプ機のヘッド:H26 年 2 月, 15 百万円, 研究項目５
⑦ ゲート付き ICCD 検出器:H26 年 7 月, 6 百万円, 研究項目５
⑧ フェムト秒ファイバレーザ光源:H26 年 8 月, 9 百万円, 研究項目５
⑨ CARS イメージング用形状測定装置:H27 年 1 月, 11 百万円, 研究項目６
⑩ 可搬型レーザ：H27 年 2 月，7 百万円，研究項目３
⑪ 法科学レーザ：H27 年 9 月，6 百万円，研究項目３
⑫ レーザイメージング分光装置：H27 年 11 月，12 百万円，研究項目３
⑬ 時間分解検出器：H27 年 11 月，8 百万円，研究項目３
⑭ イメージングシステム：H28 年 3 月，13 百万円，研究項目３
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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】
HSI については、可視・近赤域ならびに近赤域専用コンポーネントとも小型で可搬性のあるモバイルラ
ボ用実用実証機が完成した。また、fsTRPL と CARS コンポーネントについては、現場において認められる
現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出ならびに画像化が可能なことを証明した。小型・
可搬性に関しては、製品価格も考慮すると、CARS/fsTRPL 一体型コンポーネントとして装置の設計・製作
を進めることが最良の策であるとの結論に達した。また、各コンポーネントで計測されたデータを、曲面に
押印された指掌紋の歪んだ形状について補正し二次元展開された画像とするソフトウェアを試作した。
計画を前倒しして、各コンポーネントに用いている光源が DNA 型検査に与える影響も調べた。その結
果は、すべての光源について、実用上 DNA 型検査に影響を及ぼすものではないと判断された。
以上、要素技術開発期間のミッションは完了した。
【実証期間終了時】
従来法を駆使しても顕在化できなかった潜在指紋の顕在化を可能とする相補的な VIS-HSI, NIR-HSI,
fs-TRPL/CARS 一体型コンポーネント実証機の設計・製作を完了した。警察庁、岐阜及び兵庫県警刑事
部科学捜査研究所、警視庁及び神奈川県警察本部刑事部鑑識課の協力の下、実証試験が先行してい
た HSI コンポーネントを含む 3 つのコンポーネントすべてについての総合実証試験を実施し、所望の成果
を得た。モバイル伝送装置（神奈川県警察本部刑事部鑑識課から借用）と 3 コンポーネントすべてを搭載
できるモバイルラボの試作、輸送実証試験も完了した。各コンポーネントで検知・検出した潜在指掌紋デ
ータを等倍二次元展開した、スケール付□30mm 画像データをモバイル伝送装置によって伝送する試験
を実施し、その画像データから特徴点抽出が可能であることを実証した。実証機の各コンポーネントに用
いている光源が DNA 型検査に与える影響も調べた結果、すべての光源は、実用上 DNA 型検査に影響
を及ぼさないことが実証された。
以上、ミッションは完了した。
２.プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
そもそも本プログラムの趣旨は、ユーザーニーズを実現する技術を開発し実用化することにある。本 PJ
の公募は、警察庁をはじめとする関係省庁の「DNA 型検査と干渉せず、従来法を駆使しても検出しきれ
ない物体上に印象されたヒト由来成分（指掌紋・体液）を非接触・非侵襲的に検知、検出したい」というニ
ーズに基づいたものであった。上述したプログラム趣旨ならびに PJ のミッションを達成すべく、本 PJ 提案
が採択された直後から、警察庁へのヒアリングならびに各省庁代表である諮問委員会委員からの要望を
聴取し、装置の開発研究に反映してきた。その要望は以下の通りであった。A) 船舶上での運用を可能と
する小型で可搬性のある装置であること（海上保安庁：要素技術開発期間中の要望）、B）従来法で指掌
紋検出確率が低い試料に対して検出確率を向上できる装置、C) 従来法で検出済みの不鮮明な指掌紋
を再調査できかつ十分に顕在化可能な装置であること、D) 全県配備した高出力緑色レーザを用いた鑑
識現場の近未来構想へ組み込み可能な装置であること、実用化にあっては、E) 導入コストを意識するこ
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と、F) 運用上現場の鑑識課員にとって使いやすい装置群であること、G) 公判において裁判員に対して
鑑識課員が明快に証拠指掌紋像の説明ができるように平易なマニュアルが整備されること（以上 6 項目
警察庁：B）- D)要素技術開発期間中の要望、E) – G)最終諮問委員会での要望）。
以下に順次記すように、要望 A) - F)への対応はほぼ完了した。各装置調達までに要望 G)への対応を
完了するとともに、さらなるユーザビリティ向上（F））と導入コスト削減（E））に努める体制構築の準備を整
えつつある（４．（１）参照）
（a） 技術開発期間
計画した HSI、fsTRPL、CARS コンポーネントの要素技術開発においては、従来法では検出できても検
出確率が極めて低い背景物や原状回復困難などの様々な理由で探索の対象にすらなっていなかった背
景物に潜在する指掌紋などを、DNA 型検査にも影響を及ぼさず非接触・非侵襲的かつ多角的に実用上
問題のないレベルで検出する性能を実現した。また、各コンポーネントで取得された指掌紋等のデータを
等倍二次元画像化できるソフトウェアの試作にも成功した。したがって、各コンポーネントをインテグレート
したモバイルラボシステムは、性能の観点からは、従来法と相補的でユーザーニーズに合致した潜在指
掌紋検出機能を実現できることが示された。各コンポーネントの特性、機動性、ならびに警察庁の鑑識現
場の近未来像を総合的に勘案し、従来法も含めた図-4 のような各コンポーネントを用いる潜在指掌紋探
索戦略を提案した。（ユーザーニーズ B - D をクリア）
小型・可搬性に関して、HSI コンポーネントは実証プロトタイプ機を試作することでその実現可能性を示
した。しかし、fsTRPL と CARS コンポーネントにあっては、装置導入コスト面からの検討も踏まえ、車両搭
載を可能とする小型化を実現すべく試作中であった小型の CARS 実証プロトタイプコンポーネントに
fsTRPL 計測機能を組み込み一体型コンポーネントとすることが最善の策であるとの判断を下した。（ユー
ザーニーズ A への対応）
（b）実証期間
モバイルラボ（図-5、6 参照）を試作し、模擬現場 2 ヶ所（図-7 参照）に対する公開総合実証試験を通し
て、搭載機器が DNA 型検査に影響を与えずかつ既存システムと整合する等倍二次元画像（図-8(a)参
照）であってモバイル伝送（図-9）可能な指掌紋画像（図-10）を生成するという要求性能を満たすことが
実証された。
車両搭載のまま遺留物からの指掌紋検出に用いることを想定した fsTRPL/CARS 一体型実証機（図
-6(c)）は、CARS 実証プロトタイプ機をベースに新たに設計・製作された。その輸送と車両内での遺留物
計測に関しては、単独の実証試験を重ね、搭載時のシステム固定冶具の工夫等で、現場到着後若干の
計測光学系の調整で遺留物の計測（図-10(d)-(e)）が可能となることが実証された。（ユーザーニーズ A
への対応完了）要素技術開発機関から実証試験を重ねてきた、2 種類の HSI コンポーネントについては、
現場からのユーザビリティ等の新たな要求を満たせるよう改良を加え、ハード的（図-6(a)-(b)）にも、性能
的（図-8、10(a)-(c)）にも製品プロトタイプ機レベルにまでブラッシュアップした。（ユーザーニーズ A, D-E
をクリア）
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図-4 本 PJ が提案する新しい潜在指掌紋探索、検出戦略コンセプト

図-5 試作したモバイルラボ（左図）とその内部（中央図：輸送時収納状態、右図：CARS/fsTRPL 一体型
実証機稼働時のスナップショット）

(a)

(b)

(c)

図-6 モバイルラボに搭載される(a)VIS-HSI、(b)NIR-HSI、(c)fsTRPL/CARS 一体型実証機
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図-7 モバイルラボ総合実証試験に用いた 2 か所の模擬現場と遺留物
左図が模擬現場 1、右図が模擬現場 2 の写真である、0)凶器と推定される金属パイプ、1)凶器と推定され
る錆びたバール、2）セラミックナイフ、3）BD ディスク、4）宝くじ、5）レシート

図-8 HSI による潜在指紋の検知・検出
(a)模擬現場 1 の遺留品 0：金属パイプに潜在した指紋の取得画像（左）とその等倍二次元展開画像（右）
φ30 mm 程度の曲線に印象された指紋については等倍二次元展開は不要と考えられた、(b)模擬現場 2
の遺留品 1：錆びたバールと遺留品 4：宝くじに印象された顕在指紋の非侵襲・非接触な検知・検出を実
現。

図-9 モバイル伝送装置による現場から警察本部への指掌紋像伝送試験のスナップショット
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図-10 警察本部へ伝送され再現された指掌紋画像
既存システムに保存されている指紋画像と照合可能であることが実証された (a)-(c)模擬現場 1 の壁面
（コンクリート打ちっぱなし）に潜在していた指掌紋、(d)伝送試験用に準備したフォトペーパー上に潜在す
る指紋の CARS 画像、(e)模擬現場 2 の遺留品 2：セラミックナイフに潜在した指紋の fsTRPL 画像。
（2）研究項目毎の成果
研究項目１ タンパク質と脂質検出に資する可視・近赤外（VIS-）HSI コンポーネント
・概要
脂質とタンパク質をそれらに特徴的な静的な吸収と発光を利用して検出することを目指す HSI コンポー
ネント部分については、計測性能と既存システムとのデータ互換性も含めた技術水準を小型で可搬性の
あるモバイルラボ用実用実証機の域に到達させる。
【目標スペック】
視野：□30mm 相当、検出波長範囲：380-1000nm、波長分解能：2nm、計測時間：1 視野あたり 1
0-20 秒、光源：白色ハロゲンランプもしくは単色（λex=350nm）光源、検出器：30fps 高感度モノクロ
EMCCD カメラ
・目標に対する成果
表-6 技術開発期間終了時の VIS-HSI コンポーネントの達成度
目標

達成したスペック

視野

□30mm

□30mm

検出波長範囲

380-1000nm

装置的には 380-1000nm をカバーする。三次元計
測機能実現のため PAF*機能を搭載し、PAF 用半
導体レーザの発振波長を 850nm と設定したため、
有効波長範囲は 380-800nm。この波長範囲に限定
しても、実用上指掌紋検出能力に影響はないことが
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わかった。
波長分解能

2nm

2nm

計測時間

1 視野あたり 10-20

1 line あたりの露光時間を可変とした。通常計測時

秒

の 5ms/line にて、1 視野あたり 13 秒。

白色ハロゲンランプ

白色ハロゲンランプ搭載。

もしくは単色光源(λ

単色光源はλex=350nm のみならず、λex=460nm,

ex=350nm)

532nm も利用可能

30fps 高感度モノクロ

30fps 高感度モノクロ EMCCD カメラ

光源

検出器

EMCCD カメラ
*PAF：ポイントオートフォーカス
要素技術開発期間内（平成 25 年度末）に、上の表に示す通り目標スペックを満たす VIS-HSI 実証プ
ロトタイプ機の開発を完了した。光源の DNA 非破壊性の確認も前倒しで行い、使用している光源は実用
上 DNA 型検査に影響を及ぼさないことを実証した。この実証プロトタイプ機は、ユーザーニーズ B と C を
満たす性能を発揮した。それを用いた実証試験結果と、実用実証機レベルへのブラッシュアップ過程は
研究項目５に記す。
研究項目２ 脂質検出に資する近赤外域専用（NIR-）HSI コンポーネント
・概要
脂質とタンパク質をそれらに特徴的な静的な吸収と発光を利用して検出することを目指す HSI コンポー
ネント部分については、計測性能と既存システムとのデータ互換性も含めた技術水準を小型で可搬性の
あるモバイルラボ用実用実証機の域に到達させる。
【目標スペック】
視野：□30mm 相当、検出波長範囲：950-1700nm、波長分解能：5nm、計測時間：1 視野あたり
10-20 秒、光源：黒体輻射光源、検出器：30fps 高感度 InGaAs-NIR CCD カメラ
・目標に対する成果
表-7 技術開発期間終了時の NIR-HSI コンポーネントの達成度
目標

達成したスペック

視野

□30mm

□30mm

検出波長範囲

950-1700nm

900-1700nm
（本装置も三次元計測機能実現のため PAF を搭
載。PAF 用半導体レーザの発振波長は 850nm と設
定）

波長分解能

5nm

5nm

計測時間

1 視野あたり 10-20

1 line あたりの露光時間を可変とした。通常計測時

秒

の 5ms/line にて、1 視野あたり 13 秒程度。

黒体輻射光源

近赤外用ハロゲンランプと石英ファイバ搭載。この

光源
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組み合わせで、指掌紋検出能力に問題はないこと
がわかった。
検出器

30fps 高感度

30fps 高感度 InGaAs-NIR CCD カメラ

InGaAs-NIR CCD
カメラ
要素技術開発期間内（平成 25 年度末）に、上の表に示す通り目標スペックを満たす NIR-HSI 実証プ
ロトタイプ機の開発を完了した。光源の DNA 非破壊性の確認も前倒しで行い、使用している光源は実用
上 DNA 型検査に影響を及ぼさないことを実証した。この実証プロトタイプ機は、ユーザーニーズ B と C を
満たす性能を発揮した。その詳細は研究項目 5 に簡潔に記す。ハード面における製品プロトタイプ機レ
ベルへの改良過程は、研究項目５に記す VIS-HSI のそれと同じである。

研究項目３

微量タンパク質等検出に資する 2 光子励起 fsTRPL コンポーネント

・概要
微量な試料を背景から分離顕在化させ検出精度向上を目指す fsTRPL コンポーネントが、現場におい
て認められるであろう現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出が可能なことを証明し、画像
化および小型・可搬性へ向けた見通しを明らかにする。
【目標スペック】
光源：λex=700nm、パルス幅 100-200fs、繰り返し周波数 80-90MHz の超短パルスレーザ、視野：
□30mm、検出波長範囲：380-780nm、波長分解能：2nm、検出器：ゲート機能付き ICCD カメラ：時
間分解能：1ns
・目標に対する成果
表-8 技術開発期間終了時の 2 光子 fsTRPL コンポーネントの達成度
目標

達成したスペック

波長 λex

700nm

700nm

パルス幅

100-200fs

140fs

繰り返し周波数

80-90MHz

80MHz

視野

□30mm

□30mm

検出波長範囲

380-780nm

装置的には 200-900nm をカバーするが、励起光を
カットするフィルタを使用するため、有効波長範囲
は 380-700nm。この波長範囲に限定しても、実用上
指掌紋検出能力に影響はないことがわかった。

波長分解能

2nm

1nm 以下

検出器

ゲート機能付き

ゲート機能付き ICCD カメラ

ICCD カメラ
時間分解能

1ns

0.3ns
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要素技術開発期間内に fsTRPL コンポーネントの目標とした「現場において認められるであろう現実的
な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出が可能なことを証明する」ことはできた。しかし、PJ として
は、将来の社会実装を視野に入れて、小型化、可搬性、導入コスト低減を考えたとき、基本スペックを維
持して CARS コンポーネントと一体化することが最善の選択であるとの結論に至った。fsTRPL/CARS 一体
型実証機に関する成果は、研究項目５，６に記載する。

研究項目４ 微量脂質等検出に資する CARS コンポーネント
・概要
微量な試料を背景から分離顕在化させ検出精度向上を目指す CARS コンポーネントが、現場において
認められるであろう現実的な量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出が可能なことを証明し、画像
化および小型・可搬性へ向けた見通しを明らかにする。
【目標スペック】
光源：λex=800nm、パルス幅 130fs、繰り返し周波数 80-90MHz の超短パルスレーザ、視野：□
30mm、検出波長範囲：500-800nm、波長分解能：0.4nm、検出器：EMCCD カメラ
・目標に対する成果
表-9 技術開発期間終了時の CARS コンポーネントの達成度
項目

目標

達成したスペック

波長 λex

800nm

800nm

パルス幅

130fs

100fs

繰り返し周波数

80-90MHz

80MHz

視野

□30mm

□30mm

検出波長範囲

500-800nm

400-800nm

波長分解能

0.4nm

1nm
目標である脂質に起因する CH 分子伸縮振動を検
出するにはこの波長分解能で実用上問題ないこと
がわかった。

検出器

EMCCD カメラ

EMCCD カメラ

要素技術開発期間内に CARS コンポーネントの目標とした「現場において認められるであろう現実的な
量の試料からでも S/N 比の良いシグナル検出が可能なことを証明する」ことはできた。CARS コンポーネン
トは、従来法や HSI と fsTRPL コンポーネントでは検出が困難なフォトペーパー上の潜在指紋の検知・検
出に威力を発揮することがわかった。また装置小型化、可搬性の要求に応えるシステムアセンブリ法も開
発した。しかし、PJ としては、将来の社会実装を視野に入れて、小型化、可搬性、導入コスト低減を考えた
とき、基本スペックをなるべく維持して fsTRPL コンポーネントと一体化することが最善の選択であるとの結
論に至った。CARS 実証プロトタイプ機、fsTRPL/CARS 一体型実証機に関する成果は、研究項目５、６に
記載する。
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研究項目５ 実証プロトタイプ機の設計・製作
・概要
仕様設計の後、距離計を搭載しかつモバイルラボに搭載可能な実証プロトタイプ機の設計・製作を行
い、性能を評価する。
【VIS-, NIR-HSI コンポーネント】
実証プロトタイプ機のシステム評価/既存システムとの整合性の確認、改良。
【2 光子 fsTRPL コンポーネント】
fsTRPL/CARS 一体型実証機の仕様設計
【CARS コンポーネント】
CARS 実証プロトタイプ機の設計・製作・性能評価/既存システムとの整合性の確認、改良
・目標に対する成果
【VIS-, NIR-HSI コンポーネント】
再審査時までに製作していた実証プロトタイプ機を実証試験に供し、現場の要望を取り入れて改良する
ことで、性能のみならずユーザビリティに関しても実用実証機レベルを超え、受注生産開始が可能な製品
レベルにまでブラッシュアップした。この過程で、実用上利用頻度が高いと予想される VIS-HSI を主に利
用した。従ってその記述に重きを置く。HSI コンポーネントに関しては、研究項目６の製品化の検討を前倒
しで完了した。
まず簡潔に、NIR-HSI は、図 4 に記載のとおり、冷却という非破壊的前処理を用いれば、切符磁気面、
薬莢、ABS 樹脂等に潜在する指紋検知、検出に威力があることを実証した。
ユーザーニーズ D の検証のため、汎用性の高い VIS-HSI を警察庁庁舎に搬送し、それと高出力緑色
レーザを組み合わせて指掌紋成分からの蛍光スペクトルを利用する潜在指掌紋検知・検出性能を調査し
た結果、その組み合わせは極めて有効であることを証明した。
警察庁指紋鑑識担当官と、高出力緑色レーザと
VIS-HSI の組み合わせを用いて、原状復帰の問題から
従来法では検知対象にすらならない壁に潜在する指掌
紋の検知・検出に挑戦し、成功した。そのとき計測した蛍
光ハイパースペクトルデータ（HSD）を詳細に解析したと
ころ、実験当日印象した指紋が印象時期不明の指掌紋
と重なっているデータが複数存在した。それらの蛍光ス
ペクトルデータを詳細に検討した結果、指掌紋の印象時
期が異なることに起因して新旧の指掌紋からの蛍光スペ
クトルがわずかではあるが異なっていることがわかった。
具体的には、印象から長い時間が経過している指掌
紋残留成分からの蛍光スペクトルほど長波長へシフト

図-11 HSD を用いた重畳指掌紋の分離の例

する傾向があることがわかった。その原因は、潜在す

(a)新しい指紋と印象時期不明の掌紋が重な

る指掌紋成分の環境変化（光化学反応や温度変化）

った画像、(b)古い掌紋のみを抽出した画像、

による変性にあると推測された。解析方法について試

(c)新しい指紋のみを抽出した画像
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行錯誤した結果、620nm と 560nm（場合によっては 570nm）の単一波長画像 I 620 、 I 560/ 570 を作製し、それ
らから除算画像 I 620 I 560/ 570 と減算 I 620  I 560/ 570 画像を再構成すると、重なっていた指紋と掌紋がそ
れぞれの画像に単独で再現できることが分かった。ここで  は調整可能因子である。典型的な例を図-11
に示す。
対象指紋と参照指紋が一致するか否かは、両者間で 12 か所の合致する特徴点が存在するか否かで判
断されている。これまで採取された指紋が重なっていて、12 か所の特徴点を抽出できない指掌紋資料は、
照合対象外として扱われてきた。高出力緑色レーザと VIS-HSI の組み合わせによる潜在指掌紋の検知・
検出法は、採取した指掌紋データを無駄にすることなく有効活用できる手段を提供できる可能性を示した
ことになる。
本手法の有効性を調べる目的で、警察庁指紋鑑識担当者と協議し、スペクトル分離アルゴリズムは基
本的に上述のものを使用して、被験者 6 名、2 つの指掌紋押印時間差を 0, 1, 4, 7, 14 日と変化させた試
料 11 例と古い指掌紋の押印時期不明の試料 6 例を作成した。前者試料 11 例に対しては最初の指紋を
押印した日を起算日として、0, 4, 7, 14, 29, 75, 105 日後に、後者試料 6 例に対しては新しい指紋を押印
した日を起算日として、0, 7, 21, 28, 37, 63, 85 日後に計測を実施する実験を計画・実行した。この実験結
果は、完全に 2 つの指掌紋に分離できた試料は 12 例、どちらか一方の指紋だけが鮮明に抽出できた試
料が 3 例、分離も抽出も不可能であった試料が 2 例であった。本手法による重なった 2 つの指紋を完全
に分離できる成功率は、実験の範囲内で、71％と見積もられた。前述したように、従来重なった指紋はほ
とんどが照合の対象外であったことを考慮すれば、本手法は十分に実用的であると考えられた。一方で、
スペクトルを用いた分離法が機能しない例が存在することも事実であり、それは潜在指掌紋に残留する成
分の環境変化に対する変性の仕方が一様でないことが一因であろうと推測している。
警察庁との合同実験において、偶然ではあるが、指掌紋 3 つが重なっている試料が 3 例見つかった。
複雑な重なり方をしており、指掌紋一つずつのスペクトルの特徴を調べることが困難であったので、2 つの
指掌紋が重なった試料に対して有効であったスペクトル分離アルゴリズムを用いて分離を試みた。興味
深いことに、3 例とも最も新しいと思われる指紋 1 つを照合可能なレベルの再構成画像として分離すること
ができた。さらに、1 例については、残りの 2 つの指掌紋が重なった状態の再構成画像において、それぞ
れがコントラストによって区別できる画像となっていた。指紋鑑定の専門家である千葉県警諮問委員なら
びに警察庁諮問委員に確認したところ、「重なり合った 2 つの指紋像は、共に対照可能なものである」との
コメントが得られた。重なった指掌紋のスペクトル分離に関してはさらに検討すべきことが多々存在するが、
VIS-HSI と高出力緑色レーザの組み合せによる計測がこれまで不可能であったことを可能ならしめる道を
開いたことは、本 PJ 最大の成果の一つであると考えている。
高出力緑色レーザを使用したときも実用上 DNA 型検査に影響がないことを、要素技術開発期間終了
時までに確認したことを付記しておく。
実験室レベルでの実証試験を超え、より実現場に近い状況下で実証試験を実施する目的で、平成 25
年度中に科学警察研究所から警察庁に対して模擬現場実証試験に係る依頼をし、実務者レベルの協議
を経てかつ文部科学省の了解も得て、警視庁刑事部鑑識課ならびに神奈川県警察本部刑事部鑑識課
の協力の下で、図-4 に示す戦略に基づいた HSI の模擬現場実証試験を開始した。
警視庁との合同実証試験：実験室レベルおよび屋内模擬現場（図-12 参照）における、潜在指掌紋の
検知・検出について従来法との比較検討を実施した。検知対象物から検出した指紋は新たに印象したも
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のではなく、従前から付着していたものであることを強調しておく。凶器と想定した包丁の指紋のみ、検知
直前に印象した。
実験室レベルの実証試験として、
まず、壁とドアノブ回りのドア面に潜
在する目視では確認できない指掌
紋に対して、磁石ハケ法、高出力
緑色レーザ励起時の蛍光をフィル
タを介してデジタルカメラで撮影す
る方法（蛍光写真法）、および蛍光
を HSI で計測する方法（蛍光 HSI
法）の比較・検討を行った。どちら
の場合も磁石ハケ法では指掌紋を
検知・顕在化できなかった。壁に潜
在する指掌紋に対して、蛍光写真
法と HSI 法による指掌紋画像は同
等レベルであった。ドア面に潜在す

図-12 警視庁との合同実証試験における模擬現場

る指紋に対しては、蛍光写真法では検知・検出不能であったのに対して蛍光 HSI 法は鮮明な指紋画像
が得られた。
次に、上質紙上に潜在する印象直後の指紋検出について、常套手段であるニンヒドリン法とレーザ励起
蛍光写真法および HSI 法の比較検討を行った。前処理のない HSI 法の適用でもニンヒドリン法と同等の
検知・検出が可能な場合があることが分かった。また、蛍光写真法では検知・検出が困難な場合でも、蛍
光 HSI 法では検知・検出可能な場合があることがわかった。
図 12 に示す模擬現場での実証試験では、アルミニウム粉末、磁石ハケ法、シアノアクリレート法とレー
ザ励起時蛍光写真法と蛍光 HSI 法の比較・検討を行った。蛍光 HSI 法による指掌紋画像が他の方法より
も劣っていたのは、検知対象が包丁の場合のみであった。この時、蛍光写真法もそれ以外の従来法に比
べて不鮮明な指紋画像しか検出できなかった。これにより、包丁のような光沢のある金属表面に潜在する
指掌紋検出には、高出力緑色レーザを用いること自体が不適切であると考え、照明を白色光源に替えて、
それを包丁面に斜入射したところ、潜在する指紋が肉眼でも検知できた。同じ照明条件下で写真法と HSI
法を適用した結果、いずれの場合も鮮明な指紋画像取得に成功した。このことから、金属光沢のある対
象物に対して VIS-HSI を適用する場合、高出力緑色レーザ励起だけでなく白色光源の斜入射条件下で
の計測を試みることが必要であることがわかった。
警視庁との合同実証試験のもう一つの重要な目的は、鑑識課員による HSI のユーザビリティ評価であっ
た。改善点すべき点として、(i)小型、可搬性の向上、(ii)VIS-HSI と高出力緑色レーザが一体化しているほ
うが計測時間の短縮につながる、(iii)低い位置に潜在する指掌紋の検知・検出を可能にすべき の 3 点が
指摘された。これらの要望に応える装置改造を、平成 27 年度上半期までに完了した。要望(i)にはノート
PC から USB 接続を介して制御ができるようにコントローラを新規に製作するとともに計測ヘッド、コントロー
ラ、白色光源を格納できる専用のペリカンケースを用意（図-6(a), (b)参照）、(ii)には VIS-HSI の計測ヘッド
にレーザ同架ユニットを増設（図-6(a)参照）、要望(iii)には VIS-、NIR-HSI 両方の三脚を改良（図-6(b)参
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照）することで応えた。この段階で、ハード的には、実用機レベルに達したと判断している。
神奈川県警との合同実証試験：総合実証試験に先立ち VIS-HSI によって取得した指掌紋画像の伝送
ならびに既存システムとの整合性評価のための通信実証試験を、警察庁庁舎と神奈川県警察本部間で
実施した。平成 25 年度までに試作していた画像出力ソフトウェアを、取得した HSD から□30 mm かつス
ケール付画像を作製し jpg 形式で出力・保存できるように改良し、その jpg データを用いて伝送、再生か
つ既存システムとの照合試験を行った。500kB までの jpg データであれば 2 分以内で、1MB の jpg データ
でも 5 分程度で伝送可能であり、再生された画像は既存指紋データと特徴点 12 点を用いる現行の照合
方法に耐えうることが証明された。
神奈川県警から警察庁を介した要請もあり、高出力緑色レーザと VIS-HSI の組み合わせによるイ）“顕
在指紋”およびロ）粘着テープ粘着面とハ）ポリエチレン製の袋に潜在する指紋の検知・検出の可否を調
べた。対照実験は蛍光写真法であった。イ）凶器と想定した錆びたバールを握った手で、蛍光を発する背
景、ここではカラフルな絵が描かれた空き箱と室内用新建材、に指紋を印象した試料を用いた。このよう
な指紋に対して従来法を適用すると、指紋自体が消えてしまう場合があるので、非侵襲・非接触な検知・
検出が望まれていた。予想通り、顕在指紋が背景からの蛍光を遮断することにより明瞭にその画像化が
可能であった。ロ）“さるぐつわ”や“手足の結束”に用いられる可能性の高い粘着テープ粘着面には、被
疑者の皮膚片従って DNA 断片が残留している可能性が高い。従って非侵襲・非接触な検知・検出が要
求される。様々なテープ支持体素材かつ背面色と粘着面色の組み合わせを持つ市販の粘着テープ 9 種
類について、粘着面に印象した指紋の検知・検出を試みた。まず、検出率向上のためには、試料の背景
に無蛍光緑色画用紙を用いることが好ましいことを明らかにした。ゴム系エラストマーを使用しているテー
プに潜在する指紋は、蛍光写真法にみならず蛍光 HSI 法でも検知・検出は困難であった。一方アクリル
系エラストマーを使用しているテープの場合、色に無関係に、どちらの方法でも潜在する指紋を検知・検
出できたが、蛍光 HSI 法の方が鮮明な画像となった。しかし、支持体内に縦糸横糸を含むテープの場合、
規則的な糸目文様が指紋像に重なっていた。糸目模様は、画像処理手法（高速フーリエ変換を用いる周
期的ノイズ除去法）で除去可能であった。ハ）ポリエチレン製の袋はレジ袋や覚せい剤等の袋として利用
されていることから、潜在指紋の検知・検出対象となる場合が多い。透明な低密度ポリエチレン製の袋と
着色された高密度ポリエチレン製のレジ袋各に潜在する指紋の検知・検出を試みた。ロ）の場合と同様、
検知・検出率を向上させるには、背景に無蛍光緑色画用紙を利用するのが好ましいことがわかった。透
明低密度ポリエチレンからの指紋検知・検出は、蛍光写真法と蛍光 HSI 法ともに可能であった。着色され
た高密度ポリエチレンからの指紋画像は、どちらの方法でも不鮮明であった。今後の検討が必要と判断さ
れた。
潜在指紋の検知・検出に対して、VIS-および NIR-HSI の単独使用法も、高出力緑色レーザを VIS-HSI
を組み合わせた使用法も決して万能ではないけれども、それらはこれまで探査範囲から除外されていた
捜査対象物、もしくは検出が極めて困難であった捜査対象物に潜在する指掌紋を網羅的に探査・検知・
検出するという警察庁の戦略目標に大いに貢献できることが実証された。
【2 光子 fsTRPL コンポーネント】
装置に対する小型・可搬性・簡便性・低コスト化という要求仕様を最優先で検討し実現するため、
fsTRPL 実証プロトタイプ機の設計、製作は回避した。
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fsTRPL/CARS 一体型実証機に搭載する予定のファイバレーザの発
振波長が 780nm と、機能試作機より長波長であることと、レーザパワー
が 300mW 程度と低出力になるため、その条件で指紋の 2 光子励起イメ
ージングが可能かについて実験を行った。710nm 励起でレーザパワー
を下げながら測定したところ、150mW でも 2 光子励起蛍光を取得できる
ことが分かった。一方、指紋蛍光の励起波長依存測定では、励起波長
が長波長になるほど指紋からの蛍光が弱くなることが分かったが、実証
機で使用予定の 780nm でも 2 光子励起蛍光を得ることができた。以上
の結果をもって、780nm, 300mW で 2 光子励起イメージングを行ったとこ
ろ、2 光子励起による指紋像を得ることができた（図-13）。
次に、搭載予定のファイバレーザの繰り返し周波数が 50MHz である
のに対して、同じく搭載予定のゲート機能付き ICCD カメラの繰り返し周
波数が最大でも 500kHz であるため、時間分解計測を行うためには、レ

図-13 780nm, 300mW での
2 光子励起イメージング

ーザのパルスを 500kHz 以下に間引く必要があった。レーザを間引くた
めのパルスピッカーは市販されているが、最終的なコスト削減のために、分周回路を利用し、レーザから
の同期信号を間引きカメラに入力させることで、パルスピッカーの代替とすることを試みた。その結果、
500kHz 以下でレーザとカメラの同期をとることができ、時間分解計測が可能となった。さらに、時間分解
測定を行うためには、遅延時間の制御も重要な要素となる。レーザからの同期信号を受けてから、カメラ
がゲートを開放するまでの遅延時間を計測したところ 50ns 程度であった。1/50MHz は 20ns であるが、数
パルス前の信号をトリガとして利用することで、問題なく同期をとることができた。またジッターの影響が無
いことも確認した。
当初、検出器は fsTRPL コンポーネントでは ICCD を CARS コンポーネントでは EMCCD を用いる計画
であった。両コンポーネントの小型化・可搬性・簡便化・低コスト化実現のため、一体型実証機の仕様を検
討した結果、ナノ秒でゲートを制御できかつ 300nm～750nm の範囲で微弱光を検出できる ICCD1 台で計
測系を構成可能との判断に達した。（下記【CARS コンポーネント】参照）
【CARS コンポーネント】
CARS 実証プロトタイプ機の設計・製作を行った。本プロトタイプ機は、 (a)モバイルラボに搭載可能と
するダウンサイジング、(b)fsTRPL コンポーネントとの一体化、(c)曲面等平面以外の試料への対応を可能
とするレーザオートフォーカス方式応用測定物体表面形状測定機能、(d)レーザによる試料損傷を軽減す
るためのレーザスキャン機能、を考慮した設計を行い、装置を製作した。
(a)において、装置は２階建ての構造とし、１階部分は CARS コンポーネント用の光学系、fsTRPL コンポ
ーネント用の光学系を配置した。寸法は 1000mm(W)×700mm(D)×850mm(H)であり、重量は 200kg 程度
である。本プロトタイプ機をモバイルラボとする車両（荷台サイズ:1175mm(W)×3175mm(D)×2055mm(H)）
に実際に搭載する実験を総合実証試験に先駆けて行い、搭載可能であることを確認した。
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(b)fsTRPL コンポーネントとの一体化において、要素技術開
発期間内に達成した目標スペックを元に両コンポーネントの一
体化を考えると、装置内部に fsTRPL コンポーネントおよび
CARS コンポーネントのそれぞれに独自の光源および検出器が
必要となる。当初は CARS に適用可能な発振波長 800nm 前後
の小型ファイバレーザが入手困難であったため、再審査時には
本実証プロトタイプ機の CARS 用光源として、CARS に適用実績
のある発振波長 1064nm のピコ秒パルスファイバレーザを用いる
こととした。したがって、当初は前述のように両コンポーネント用
の光源および検出器を配置する装置設計とした。しかしながら、
(a)に記載の小型化装置に組み込み実験を行った結果、当該レ
ーザにおいてレーザによる試料損傷が大きな問題として浮上し
た。そこで、レーザによる試料損傷を軽減するために、(d)のレー

図-14 CARS 実証プロトタイプ機で測
定、画像化したセラミック板に印象され
た指紋の□5 mm 画像

ザスキャン機能を実証プロトタイプ機の設計に加えることとした。
その後、両コンポーネントで共通に使用可能な発振波長 780nm、
繰り返し周波数 50MHz、パルス幅 90fs 、出力 500mW のフェムト秒
ファイバレーザが入手可能となったことにより、CARS 励起光源の発振
波長を、再審査時の「実証期間における研究計画」書にて変更予定
とした 1064nm から、当初計画により合致する 780nm に戻した。発振
波長 780nm のレーザを用いることにより、測定する信号の波長帯が
380nm-780nm と共通になることで検出器も CARS および fsTRPL で共
通とすることが可能となった。そこで選定した検出器としては時間分
解能精度 1ns のゲート付き ICCD カメラを採用した。
本実証プロトタイプ装置で測定した結果を図-14 に示す。測定試
料はセラミック板上に印象した指紋であり、測定範囲は 5mm 角である。
測定結果から本実証プロトタイプ機においても、要素技術開発期間
内に CARS コンポーネントの目標とした「現場において認められるで
あろう現実的な量の試料からでも SN 比の良いシグナル検出が可能
なことを証明する」ことができたと考えられる。

図-15 円筒状ガラス容器の
CARS 画像 形状追従機構
なし（上）、あり（下）

(c)CARS 実証プロトタイプ機に搭載したレーザオートフォーカス方式応用形状測定器により、試料表面
の形状を測定し、形状に追従して CARS 測定を行う機能を付加した。円筒状のガラス容器に指紋を押印
したものを試料として、本機能を利用した測定を行った。（図-15）その結果、本機能を使用しない(形状追
従を行わなかった)場合の測定では試料表面にレーザの焦点が当たっている部分のみ信号が得られる結
果となった。一方、本機能を使用した(形状追従を行った)場合の測定結果では試料表面全面においてデ
ータが得られた。これにより、形状測定器による形状追従機能により、曲面等の平面以外の試料に対して
も対応できることが確認された。
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(d)カレンダー紙等の試料において、レーザによる試料損傷およ
び損傷部位からの信号欠損という問題があった。レーザによる損傷
は単位面積・単位時間に照射されているレーザの出力が大きいた
めと考え、レーザをガルバノスキャナおよびレゾナントスキャナを用
5mm

いて高速にスキャンさせる機構を本実証プロトタイプ機に付加した。
図-16 にカレンダー紙において、カレンダー紙表面上 5mm 角をレゾ
ナントスキャナで 50μm, 8kHz でスキャンした後の試料表面の顕微
鏡画像と 1500μm, 8kHz で同様にスキャンした結果を示す。なお、
レーザの出力は両条件で一定である。この結果から、より高速にス
キャンすることで試料表面の損傷が抑えられることが確認された。ま
た、1500μm, 8kHz でスキャンした結果の CARS 画像を図-17 に示
す。この結果からカレンダー紙の文字上においても不鮮明ではある
が、指紋の隆線と思われるものを確認することができた。
次に装置光学系調整に関しては、モバイルラボ搭載時にラボ内の
作業スペースが限られていること、手動によるミラー調整では作業者
の経験によるところが大きいことが問題点として考えられる。そこで、
ミラーを遠隔で電動操作することにより、光学系調整を容易にし、小
作業スペースでの作業性改善を図った。遠隔操作可能なミラーマ

図-16 レーザスキャンによる試
料表面への影響
(上)50μm、8kHz スキャン、
(下)1500μm、8kHz スキャン

5mm

ウントとしてピエゾアクチュエータ方式とステッピングモータ方式を
比較、検討した。装置光学系に両方式の電動ミラーマウントを組み
込み、実験的に光学調整に必要と考えられる角度分解能を求めた
結果、約 500μdeg.の分解能で十分であることを確認した。ピエゾ
アクチュエータ方式とステッピングモータ方式の分解角度はそれぞ
れ 40μdeg./パルス、20μdeg./パルスであることから両方式にお
いてはどちらも必要角度分解能よりも十分に小さく、使用に適して
いることがわかった。しかし、ステッピングモータ方式のものは、ステ
ッピングモータの回転ステージを組み合わせて製作する関係上、
ピエゾアクチュエータ方式に比べて大型になる。装置筐体内光学

図-17 1500μm、8kHz スキャン時

系における省スペース化の観点からピエゾアクチュエータ方式が

のカレンダー紙の CARS 画像

より適していると判断した。
次に、製作した CARS 実証プロトタイプ機の性能を評価するために、様々な試料表面上における潜在
指紋の測定を行った。試料としては、18 種類（ガラス、銅板、ステンレス、アルミホイール、セラミック、カレ
ンダー、フォトペーパー、レシート、ホワイトボード、テプラ、メンディングテープ、メンディングテープののり
面、ブルーレイディスク、DVD、ラミネート加工紙、両面テープ、養生テープ、蛍光反射材）を選び、それ
ぞれに指紋を押印して測定を行った。測定領域はすべて 5mm 角とした。画像化の条件として当初より想
定している脂質由来の CH 分子伸縮振動信号だけでなく、スペクトルに現れる様々な特徴領域(480nm、
550nm、635nm、720nm、770nm 付近)の強度をそれぞれ積算した値で画像化した。代表的な結果として、
アルミホイール上に印象された指紋の測定結果を図-18 に示す。アルミホイールの測定結果より、CH 分
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子伸縮振動画像とその CH 分子伸縮振動信号の積算値で画像化した 635nm 積分画像において明瞭に
指紋が検出されていることが確認できた。また、480nm 付近の積分画像および 550nm 付近の積分画像に
おいてもやや不明瞭であるが指紋が検出されていることが確認された。480nm 付近および 550nm 付近の
信号は、研究項目 3 の fsTRPL コンポーネントであげられている指紋自身の 2 光子蛍光によるものである
と考えられる。一方、720nm 付
近の信号の積算においても
明瞭に指紋が検出されている
ことが確認された。しかし、現
時点ではこの信号の由来を
特定することは困難であり、
今後の検討が必要であると判
断した。18 種類の測定結果を
まとめると、13 種類において
は上述のいずれかの画像化
条件において指紋が明瞭に
検出されることを確認した。ま
た、1 種類(ラミネート加工紙)
においては、やや不明瞭であ
るが検出可能であり、2 種類

図-18 アルミホイールでの指紋検出例

(DVD, 両面テープ)については、指紋らしいものを検出した。どの画像化条件においても検出が不可能
であったものは、養生テープと蛍光反射材であった。以上より、780nm 励起の CARS 実証プロトタイプ機で
実用上全く問題のない指掌紋イメージングが可能であることが証明された。また、広波長範囲のスペクト
ル情報を測定するとともにスペクトルの特徴量を用いた複数の画像化条件から画像を生成することにより、
様々な材料への適用も可能性であることが示された。
ミッションステートメントに記載した最大測定領域は□30mm であることから、CARS 実証プロトタイプ機に
おいて、実際に当該領域での測定が可能であることを確認した。測定結果は図 10(d)に示す。また、指掌
紋画像の伝送ならびに既存システムへの対応として、CARS 画像の出力ソフトウェアの改造を行い、スケ
ール付画像を作製し、jpg 形式で出力・保存できるように改良した。保存された□30mm の CARS 画像のデ
ータサイズは 51kB であり、研究項目 5 [VIS-, NIR-HSI コンポーネント]に記載されている神奈川県警との
合同実証試験で得られた知見、500kB までの jpg データであれば 2 分以内で、1MB の jpg データでも 5
分程度で伝送可能であるとの結果から、CARS 画像の伝送には問題ないことを確認した。
研究項目６ 小型・可搬型実証機の設計・製作
・概要
実証プロトタイプ機の光源や光学系を変更し、小型で可搬性のある実用実証機を製作し、実現場
を想定した試料を用いた性能の実証試験を行った後、通信機能を持たせた車両に搭載してモバイルラボ
を製作する。その性能評価・検討を行い、既存の指掌紋自動識別システムとの整合性を確認し、市場参
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入を目指す実用機とする。（ミッションステートメント）
【VIS-, NIR-HSI コンポーネント】
DNA 非破壊性の検証と製品化の検討
【fsTRPL/CARS 一体型コンポーネント】
fsTRPL/CARS 一体型実証装置の設計・製作・性能評価と DNA 非破壊性の検証、製品化の検討
・目標に対する成果
【VIS-, NIR-HSI コンポーネント】
実証期間終了時までに改良された HSI コンポーネントが、製品のイメージである。社会実装に向けて、
量産化時の装置部品、特に VIS-HSI のカメラについて検討を行った。本 PJ で用いた EMCCD カメラはす
でに生産中止となっているが、同等性能の EMCCD カメラが入手可能であることを確認し、短期間しか借
用ができなかったので簡単なデータ蓄積テストしかできなかったが、このカメラが利用可能であることを確
認した。これにより、本 PJ で達成した基本スペックを持つ HSI コンポーネントの量産化に目途がついたと
考えている。
【全コンポーネントの DNA 非破壊性の検証】
DNA 型検査への影響の検証試験は、技術開発期間であった 3 年目にも各プロトタイプ機に対して行っ
たが、今回は光源が変更となった実証プロトタイプ機に対して行った。定量性を議論するために、試料は
スライドグラスに付着・乾燥させた成人男性 2 名分の唾液とし、光を照射する試料とともに比較対照のため
のコントロールサンプルも同条件で保管及び輸送を行った。VIS-HSI 及び NIR-HSI の光源はハロゲンラ
ンプで、光照射の際の照射強度密度はそれぞれ 35mW/cm2 及び 32mW/cm2、総照射時間はそれぞれ 22
秒及び 30 秒であり、fsTRPL/CARS の光源は 780nm パルスレーザで照射強度密度 50μJ/cm2 で、総照
射時間 167 分（1 箇所(100×100 µm)あたりは 1 秒）であった。また、VIS-HSI と併用して使用することが想
定される全国警察に整備済みのグリーンレーザ(532nmCW レーザ)も同様に検証を行った。その際の光照
射条件は、照射強度密度 860mW/cm2、総照射時間 15 分であった。光照射後に科学警察研究所に輸送
し、警察で行われている通常の DNA 型検査と同様に検査を行った。試料から DNA を抽出し、リアルタイ
ム PCR により DNA を定量したところいずれの試料からも無処理対照と比較して DNA 定量値の有意な低
下は観察されなかった。さらに、DNA の型判定である STR 型検査を行った結果、いずれの試料からも全
座位が検出された。したがって、全コンポーネントの光源はいずれも STR 型検査には影響しないと結論づ
けられた。
【fsTRPL/CARS 一体型コンポーネント】
研究項目 5 の fsTRPL コンポーネントおよび CARS コンポーネントで得られた知見を元に fsTRPL/CARS
一体型実証装置の設計・製作を行った。装置構成品一覧を表-10 に記す。
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表-10 fsTRPL/CARS 一体型実証機構成品一覧
項目

主な仕様

１ レーザ光発生部
１－１

ポンプ光光源

中心波長：780 nm、繰返し周波数：50 MHz、パルス
幅：91 fs、波長半値幅：10 nm、出力：800mW

光路長調整機能

調整方式

電動ステージによる調整

設定範囲：70 mm、位置精度：2 μm
１－２

ストークス光光源

発生波長：780 – 1100 nm、出力：20 mW 以上

防振機能

名称

防振サス台車

サイズ

1300 (W) x 800 (D) x 310 (H) mm

２ 筐体部
２－１

防振機構

金属球状サスペンション

積載重量

200 kg

３ 測定ヘッド部
３－１

測定可能範囲

３－２

レーザ高速スキャン装置

最大 30 mm x 30 mm

レゾナントミラー

振動数：8 kHz、振れ角度：± 15 度

ガルバノミラー

最小角度ステップ応答：200μs、振れ角度：±40 度

３－３

試料ステージ

移動距離：各軸 35 mm、位置決め分解能：1 μm

３－４

３次元測定部

可動距離：10 mm、位置決め分解能：1 μm

３－５

時間分解分光カメラ

測定波長範囲：380 – 800 nm、波長分解能：6 nm、
ゲート繰返し速度：500 kHz（最大）、
時間分解精度：1 ns

４

測定制御部

４－１

指紋撮像用ソフトウェア

試料ステージ移動機能、光路長調整用電動ステー
ジ移動機能、3 次元測定機能、分光カメラ調整機能
指紋イメージング測定機能、レゾナントスキャナ調
整機能、ガルバノミラー調整機能

４－２

指紋画像化用ソフトウェア

分光スペクトル解析による指紋画像化機能

４－３

指掌紋自動識別システム

jpg 形式の画像出力

対応用ソフトウェア

任意長さ目盛付加機能

５ 装置寸法・重量
寸法

1000 (W) x 700 (D) x 850 (H) mm
（防振サス台車は除く）

重量

200 kg 程度

CARS 実証プロトタイプ機で採用した発振波長 780nm のフェムト秒ファイバレーザの出力は 500mW で
あり、長期間使用によるレーザ出力低下が見られたことから、本レーザでは、fsTRPL 測定において励起
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パワーの不足による信号の SN 悪化が懸念された。そこで出力を 800mW と大きくし、またレーザ出力の長
期間安定機能を有する発振波長 780nm フェムト秒ファイバレーザを選定した。fsTRPL および CARS 測定
に関係する装置構成品は上記光源の変更以外研究項目 5 にて述べた内容と変更がない。
また、本実証装置においてはモバイルラボに搭載しての使用を可能とするため、車両走行による振動の
影響を考慮し、精密機器運搬等で実績のある金属球サスペンション方式による防振サスを製作し、装置
筐体は防振サス上に固定した。また、防振サスに車輪を取り付けることにより実証装置を自走可能とした。
開発した装置を現場で使用するために、実証試験として積載・振動試験(輸送時)、測定環境試験(測
定時)、画像転送試験、DNA 型検査への影響の検証試験を行った。画像転送試験及び DNA 型検査への
影響の検証試験については、すでに記載したため、ここでは振動試験(輸送時)、測定環境試験(測定時)
の結果を示す。
振動試験では、図-19 のように木枠で装置を囲むような形で固定し、走行前後の装置の状態を比較し
た。走行直後の状態ではスーパーコンティニューム光(SC 光)は発生しておらず、アライメントを調整し SC
光を発生させるまでに数十分程度を要してしまった。要因を運営委員会にて検討したところ、前後方向の
揺れが予想以上に大きく、装置が荷台の壁にぶつかってしまったため、光学系が大きくずれてしまったの
ではないかとの結論に至った。そこで、装置と前壁との空間をさらに大きく取り、前後方向を壁にぶつから
ないように木枠を組みなおした（図-20）。その結果、走行直後の状態でも SC 光の発生を確認することが
でき、数分の微調整で測定可能な状態にすることができた。さらに、荷台にビデオカメラを設置し、走行中
の様子を撮影したところ、予想通りブレーキによる減速時や、悪路を走行中にかなり大きな揺れがあった
ことが確認された。3 軸加速度計を装置
に取り付け、実際にかかった負荷を計
測したところ、前後方向に 6G 程度の強
い負荷がかかっていたことも分かった。
しかし、防振サスにより緩やかな振動に
変換することができたため、装置にかか
る衝撃が大幅に軽減されたものと考え
られた。
次に、測定環境試験の結果を示す。
荷台固定試験では、荷台上を歩いたり
乗り降りしたりしたところ荷台の揺れ

図-19 fsTRPL/CARS プロトタイプ機を木材とベルトを用いて
固定した写真

が大きく、測定の際に支障が出る可
能性があった。そこで、バンパや荷台
の下をジャッキアップし木材で固定す
る方法をとった（図-21）。その結果、
揺れが大幅に軽減された。続いて、
外気温 28℃の晴天時に荷台内の冷
却試験を行った。試験開始前の日向
に車両を置いた際の温度は、荷台上

図-20 固定具を改良

部で 44℃、装置付近で 35℃、荷台
30

下部で 30℃であった。スポットエアコンにより冷却したところ、30 分後ごろには、荷台上部で 28℃、装置付
近で 26℃、荷台下部で 26℃まで冷却することができ
た。さらに、日陰に車両を移動させ、冷却後 30 分経過
時には、装置付近、荷台下部ともに 24℃まで冷却す
ることができた。以上によりスポットエアコンにより温度
調整が可能であることを示した。また、ガソリン駆動の
発電機から発電された電力を安定化電源に通すこと

図-21 車両固定冶具

で、屋外でも安定的に電力を確保できることも示した。
総合実証試験において、fsTRPL/CARS 一体型実証機については、荷台内で測定を行った。レーザ、
カメラ、コントローラ、PC 等の電力は、すべて発電機で発電した電気を安定化電源に通して、各機器に電
力を供給した。2 光子励起については、セラミックナイフを試料とし、レーザパワー480mW、露光時間
100ms で、5 x 5 mm の範囲のイメージングを行った。485nm の積算画像を図-22(a)に示す。指紋の隆線が

(a)

(b)

(c)

図-22 (a)セラミックナイフに潜在する指紋の□5mm 範囲のｆｓTRPL イメージ、(b)BD-R に
潜在する指紋の□5 mm 範囲の CARS イメージ、(c)(b)の指紋からの CARS スペクトル
観測されていることから、モバイル
ラボ内の実証機で指紋の 2 光子励
起イメージングを取得することがで
き、当初の計画を遂行することがで
きた。CARS については、BD-R を
試料とし、ポンプ光 120mW、ストー
クス光 16mW、露光時間 100ms で、
5 x 5mm の範囲のイメージングを行
った。CARS スペクトル（図-22(c)）
の 670nm 付近に段差が見られたこ
とから、再構成した 672nm-653nm
段差画像を図-22(b)に示す。こちら
も指紋の隆線が観測されていること

図-23 受注生産開始時の fsTRPL/CARS 一体型装置仕様

から、モバイルラボ内の実証機で指
紋の CARS イメージングを取得することができ、当初の計画を遂行することができた。
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最後に fsTRPL/CARS 一体型実証機を用いた実証試験結果を参考にして fsTRPL/CARS 一体型製品
機の仕様策定を行った。図-23 に製品機の設計概要図を示す。レーザ光源は CARS コンポーネント用の
ポンプ光及びストークス光発生部を含んだ一体型のレーザ光源とすることで、煩雑なレーザ光の調整の
ための作業量を低減することとした。また、光学系の調整を容易にするため、ピエゾアクチュエータによる
ミラー遠隔調整機能および光路位置モニターを付加することとした。また、長時間使用により装置筐体内
温度が上昇する可能性が考えられることから、装置内の温度を調整する機能を付加する予定である。防
振機能としては、実証機にて使用した防振サスで十分な効力を示したことから、これと同様の性能の防振
サスを製品機にも採用することとした。
（３）研究成果の発表状況
表- 11 研究成果一覧表
特許出願

原著論文発表

左記以外の

（査読付）

誌面発表

口頭発表

受賞等

合計

国

内

0 件（ 0 件）

0件

3件

15 件

1件

19 件

国

外

0 件（ 0 件）

1件

0件

9件

0件

10 件

合

計

0 件（ 0 件）

1件

3件

24 件

1件

29 件

特許出願：特許出願件数（うち登録件数）
（ⅰ）特許出願
なし
（ⅱ）原著論文（査読付き）
① Atsushi Nakamura et al.,”Portable hyperspectral imager with continuous wave green laser for
identification and detection of untreated latent fingerprints on walls”, Forensic Science
International, 254:100-105,（2015）【国外誌】
（ⅲ）上記論文以外による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
① 雑誌記事執筆：「安全に暮らせる社会、安心できる未来 最先端の捜査支援装置の開発」，早
稲田理工 PLUS 2014, 2014.4.5
② 雑誌記事執筆：「非侵襲・非接触で現場の物証を回収するハイパー・フォレンシック・イメージャ
ー」, O plus E 2015 年 5 月号，2015.4.28
③ 雑誌記事執筆：「犯罪に立ち向かう光技術」,OPTRONICS 2016 年 12 月号, 2016.12.10
国外誌 なし
書籍出版 なし
（ⅳ) 口頭発表
招待講演 なし
主催講演 なし
応募講演
審査のある講演会
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① Norimitsu Akiba et al., ”Fingerprint Imaging by two-photon excitation”, Genova, Italy, 13th
Conference on Methods and Applications of Fluorescence: Spectroscopy, Imaging and Probes
(MAF-13), 2013.9.11 【国際会議】
② Takashi Nagaoka et al., “Hyperspectral Imaging of latent fingerprints and/or palm prints”,
Seattle, USA.,

American Academy of Forensic Sciences, 66th Annual Scientific Meeting (AAFS

2016), 2014.2.18 【国際会議】
③ Atsushi Nakamura et al., “Coherent anti-Stokes Raman scattering microscpectroscopy of
fingerprints”, Seattle, USA., American Academy of Forensic Sciences, 66th Annual Scientific
Meeting (AAFS 2016), 2014.2.18【国際会議】
④ Takashi Nagaoka et al., “Possible spectral separation of overlapped fingerprints”, Adelaide,
Australia, 22nd International Symposium on the Forensic Sciences of Australia and New Zealand
Forensic Science Society (ANZFSS 2014), Adelaide, Australia, 2014.9.3 【国際会議】
⑤ Norimitsu Akiba et al., “Time-resolved fingerprint detection by two-photon excitation”,
Adelaide, Australia, 22nd International Symposium on the Forensic Sciences of the Australian
and New Zealand Forensic Science Society (ANZFSS 2014), 2014.9.3 【国際会議】
⑥ Shigeki Takeuchi et al., ”Application of time-resolved fluorescence imaging to detection of
petroleum-based accelerants and latent fingerprints”, Prague, Czech, 7th European Academy of
Forensic Sciences Conference (EAFS 2015), 2015.9.8 【国際会議】
⑦ Atsushi Nakamura et al., “Spectral separation of three or more overlapped fingermarks”, Prague,
Czech, 7th European Academy of Forensic Sciences Conference (EAFS 2015), 2015.9.10 【国
際会議】
⑧ Norimitsu Akiba et al., “Fingerprint Detection by Two-Photon Excitation with a Femtosecond
Fiber Laser”, Las Vegas, USA, American Academy of Forensic Sciences, 68th Annual Scientific
Meeting (AAFS 2016), 2016.2.25 【国際会議】
⑨ Hidetoshi Kakuda et al., “Development of a Portable Detection and Image-Processing System
for Latent Fingerprints Using Time-Resolved Spectroscopy”, Las Vegas, USA, American
Academy of Forensic Sciences, 68th Annual Scientific Meeting (AAFS 2016), 2016.2.25 【国際
会議】
審査のない講演会
① 秋葉教充 他：「Nd:YAG レーザーを用いた指紋の蛍光スペクトルの測定」, 愛媛県松山市, 第
73 回応用物理学会学術講演会, 2012.9.12、【国内会議】
② 竹内繁樹 他：「ナノ秒パルスレーザーによる各種バックグランド蛍光の測定及び潜在指紋の可
視化」, 東京都港区, 日本法科学技術学会第 18 回学術集会, 2012.11.16、【国内会議】
③ 秋葉教充 他：「2 光子励起による指掌紋の蛍光検出の広域化」, 東京都港区, 日本法科学技
術学会第 19 回学術集会, 2013.11.14、【国内会議】
④ 秋葉教充 他：「2 光子励起による指掌紋の蛍光検出の広域化(2)」, 東京都港区, 日本法科学
技術学会第 20 回学術集会, 2014.11.14、【国内会議】
⑤ 高橋良弥 他：「コヒーレントアンチストークスラマン分光法を用いた指紋イメージング」，名古屋
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国際会議場，第 76 回 応用物理学会秋季学術講演会，2015 年 9 月
⑥ 秋葉教充 他：「2 光子励起による指掌紋の蛍光検出の広域化(3)」, 千葉県柏市, 日本法科学
技術学会第 21 回学術集会, 2015.11.13、【国内会議】
⑦ 角田英俊 他：「時間分解分光法を用いた可搬型遺留物検出装置の開発」, 千葉県柏市, 日
本法科学技術学会第 21 回学術集会, 2015.11.13、【国内会議】
⑧ 北條佑樹 他：「ハイパースペクトルイメージャー(HSI)を用いた重畳指掌紋の分離」，千葉県柏
市，日本法科学技術学会第21回学術集会、2015.11.13,【国内会議】
⑨ 梅村定典 他：「熱処理による残留指紋成分の変性機序 -理論的考察-」、千葉県柏市，日本
法科学技術学会第21回学術集会、2015.11.13,【国内会議】
⑩ 高橋 良弥 他：「コヒーレントアンチストークスラマン分光法を用いた遺留指紋検出技術」千葉
県柏市，日本法科学技術学会第21回学術集会、2015.11.13,【国内会議】
⑪ 高橋良弥 他：「非線形ラマン分光法を用いた可搬型遺留指紋検出装置の開発」,長野県下高
井郡，第34回レーザセンシングシンポジウム、2016.9.8,【国内会議】
⑫ 秋葉教充 他：「ファイバレーザを用いた指紋の可視化」, 新潟市，第77回応用物理学会秋季
学術講演会,2016.9.14,【国内会議】
⑬ 藤井宏治 他：「捜査支援スペクトルイメージング装置等に用いる各種光源がSTR型検査に及
ぼす影響」, 日本法医学会第85回学術関東地方集会, 2016.10.29, 【国内会議】
⑭ 秋葉教充 他：「2光子励起による可搬式指紋検出装置開発のための実証試験」, 日本法科学
技術学会第22回学術集会, 2016.11.11,【国内会議】
⑮ 高橋良弥 他：「コヒーレントアンチストークスラマン分光法を用いた可搬式遺留指紋検出装置
の開発」, 日本法科学技術学会第22回学術集会, 2016.11.11,【国内会議】
（ⅴ）受賞等
① 北條佑樹：「ハイパースペクトルイメージャー(HSI)を用いた重畳指掌紋の分離」(日本法科学技
術学会奨励賞), 2015. 12.28.
（ⅵ）その他の主な情報発信（著書、Ｗｅｂ等）
① 新聞報道：「指紋 触れずに採取」，毎日新聞，2015.2.14
② 早稲田大学プレスリリース：「現場の物証を非破壊・非接触で回収する最新鋭システム ハイパ
ー・フォレンシック・イメージャー 安全・安心な社会を支える革新的な指掌紋検出装置」，
https://www.waseda.jp/top/news/22006, 2015.2.17
③ 新聞報道：「指紋検出 光使う新技術」，日本経済新聞，2015.2.18
④ 新聞報道：「指紋、触れずに光で検出」，日経産業新聞，2015.2.18
⑤ 新聞報道：「指掌紋鮮明に画像化」，日刊工業新聞，
⑥ 新聞報道：「指紋検出 新たな装置開発」，愛媛新聞（共同通信配信），2015.3.11
⑦ 新聞報道：「光を当てて指紋検出」，岐阜新聞（共同通信配信），2015.3.12
⑧ 新聞報道：「光を当てて指紋検出」，山陽新聞（共同通信配信），2015.3.12
⑨ 新聞報道：「光を当てて指紋検出」，中国新聞（共同通信配信），2015.3.13
⑩ 新聞報道：「光を当てて指紋検出」，静岡新聞（共同通信配信），2015.3.16
⑪ 新聞報道：「光当て指紋検出」，北海道新聞（共同通信配信），2015.3.16
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⑫ TV 報道：「触れずに指紋検出 宇宙技術を応用」，NHK ニュース(おはようニッポン)，2015.3.23
⑬ Web 公開：「現場の物証を非破壊・非接触で回収する最新鋭システム 見えなかった指紋が浮
か び 上 が る 新 装 置 を 開 発 」 ， www.yomiuri.co.jp/adv/wol/campus/newreport_1505_04.html,
2015.5.4
⑭ 新聞報道：「「安全・安心」を支える テクノロジー最前線（４）＝高精度指紋検出装置 非破壊・
非接触 ＤＮＡ壊さず」，日刊工業新聞，2016.4.26
（４）国民との科学・技術対話
(a) 平成 24 年 10 月、テロ対策特殊装備展’12 において、当該プロジェクトにかかるポスター展示を行
い、早稲田大学、科学警察研究所、JFE テクノリサーチ社の実際に研究に携わっている研究員が、
来展者に対して当該プロジェクトの研究目的、研究内容、研究成果や技術的内容について説明を
行った。
(b) 平成 24 年 11 月、第 59 回早稲田大学理工展（学園祭）で開催されている“サイエンス・カフェ”及び
平成 25 年 11 月、第 60 回早稲田大学理工展（学園祭）“講演会”において、科学警察研究所の業務、
当該プロジェクトの研究目的、研究内容、研究成果について理解を得るため、学生や一般市民を対
象とした対話形式の講演を、実際に研究に携わっている科学警察研究所の研究員が行った。
(c) テロ対策特殊装備展’13、’14 及び’15 において、ポスター展示を行うとともに、VIS-HSI 実証プロト
タイプ機を用いた指紋検出のデモンストレーションを行った。
(d) 科学警察研究所の研究員が、科学警察研究所内で行われた業績報告会において、エンドユーザ
ーとなる警察官、鑑識職員などの関係職員に対し、当該プロジェクトの研究目的、研究内容、研究
成果や技術的内容について説明を行った。
(e) 科学警察研究所の研究員が、科学警察研究所に来所した見学者（三重県議会議員、機械学会編
集委員、検察庁、人事院、総務省、韓国大検察庁、都道府県警察職員（科学捜査研究所長、鑑識
課長、捜査幹部、鑑識職員等））に対し、当該プロジェクトの研究目的、研究内容、研究成果や技術
的内容について説明を行った。
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
当初計画の見直し・変更：有
① VIS-HSI における計測波長範囲を 380-1000 nm から 380-800 nm に変更
② CARS における波長分解能を 0.4 nm から 1 nm 程度に変更
③ fsTRPL コンポーネント及び CARS コンポーネントにおける励起レーザ波長の変更を行った。
経緯・理由
① VIS-HSI の計測波長範囲
当初計画では計測波長範囲を 380 – 1000 nm と設定していた。一方、装置小型化と三次元計測
機能(PAF)搭載を両立させる必要があった。PAF に利用する半導体レーザの発振波長は総合的に
判断して 850 nm が最適となったため、計測波長範囲を約 800 nm よりも短波長側で運用することと
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なった。この計測波長範囲で、実用上問題のないことが実証されている。（再審査時報告済み）
② CARS の波長分解能
計画当初波長分解能を 0.4 nm と設定していたが、実験室レベル装置を用いた実験と得られたデ
ータに基づく指紋画像化を検討した結果、1 nm 程度の波長分解能で実用上問題ないことがわか
った。（再審査時報告済み）
③ レーザ波長の変更とそれにともなうカメラの変更
【fsTRPL コンポーネント】
PJ 開始前に科警研において蓄積していた短パルス 350nm 発振レーザによる時間分解蛍光計測デ
ータを有効に活用することを目論んで、当初発振波長 700nm の超短パルスモードロックレーザを 2 光
子励起光源として用いることを計画し、再審査時までに当該レーザを用いた fsTRPL によって、現実的
な量の試料から S/N 比の良い指紋イメージングが可能であることを証明した。しかし、装置を小型化し
てモバイルラボを実現するというミッションの至上命題を達成するためには、実証期間における研究計
画で記載した通り、CARS コンポーネントとの一体化を図る以外に有効な方法はないとの結論に至っ
た。
再審査書類「実証期間における研究計画」書を作成する時期において、想定していた最適励起レ
ーザ発振波長は fsTRPL に対して 780nm、CARS に対して 1064nm と異なっていた。その後、幸運にも、
もともと fsTRPL の励起光源波長として最適でありかつ CARS 励起光源として構想していた発振波長範
囲に適合する、発振波長 780nm で超短パルスかつ高繰り返し周波数のファイバレーザが入手可能と
なったことにより、それを CARS/fsTRPL 一体型実証機の励起レーザとして採用した。
【CARS コンポーネント】
実験室レベルで CARS の有効性を証明するユニットでは、当初計画通りの発振波長 800nm の超短
パルスレーザを用い、現実的な量の試料から S/N 比よく CARS 信号が取得できることを証明した。小
型化への可能性、見通しを探る時期（再審査書類作成時期と重なった）にあって、CARS に適用可能
な発振波長 800nm 前後の小型ファイバレーザが入手困難であったため、再審査時にはバイオ関連応
用分野で CARS に適用された実績のある発振波長 1064nm のファイバレーザを用いる決断をいったん
は下した。しかしながら、小型 CARS 装置に組み込み実験を繰り返した結果、当該レーザのパルス幅、
繰り返し周波数では、CARS と fsTRPL に共通して問題となっていたレーザによる試料損傷の問題が一
層大きな問題として浮上した。試料損傷の低減策を検討、実装していた時期に、上述したように、幸
運にも、CARS 励起光源に最適な発振波長 780nm で極短パルス、高繰り返し周波数のファイバレーザ
が入手可能となったことにより、CARS 励起光源の発振波長を、再審査時の「実証期間における研究
計画」書にて変更予定とした 1064nm から当初目論みにより合致する 780nm に戻した。
また、レーザ波長の変更に伴い、fsTRPL と CARS での計測波長領域が共通することから、両者に
用いるカメラを共通にすることが可能になった。fsTRPL には ICCD カメラが必須であるため、ICCD カメ
ラを共通カメラ（当初 CARS では EMCCD カメラを採用予定であった）として採用し、一体型実証機を
設計・製作し実証試験に供した。これにより、当初 2 台で構成する予定であった検出器を 1 台で構成
することが可能となり、装置の小型化及び操作の簡便化をさらに推進することができた。
既述したように、780nm 励起かつ ICCD カメラによる計測で、CARS および fsTRPL 信号によって、実
用上全く問題のない指掌紋イメージングが可能であることが証明された。
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（ⅱ）再審査コメントへの対応
再審査時コメント（要約）：開発技術に対するユーザーニーズの高さ、およびそれに応える各機関の実
証試験システムに対するイメージ、スケジュールは妥当で、ユーザーニーズを反映しており、社会実装
の可能性は十分高い（特に HSI 技術については実用化の目途が立っている）と評価される。一方、三
つのコンポーネントの機能性についての精査、fsTRPL と CARS コンポーネントの小型化、可搬性の実
現、社会実装時のコスト面からの検討については十分留意して開発研究を実施すべき。
対応：再審査時指摘事項、特に fsTRPL と CARS コンポーネントの小型化、可搬性に関する対応として、
項目(i)でも記載したように、両コンポーネントの一体化を実現した。一体型実証機は、試作した 2t トラ
ックベースのモバイルラボに搭載可能、輸送にも十分耐え、現場での遺留品からの指紋検知・検出を
可能とした。従って、近い将来に社会実装を実現できると確信している。
この一体型実証機は、特に高額な部品であるレーザおよび光検出器を共有することで実現してい
るので、社会実装時の納入コストを原理的に大幅に低減することが可能と考えている。もう一方の HSI
の社会実装時には、例えば視野拡大機能部分などのオーバースペックな機能をそぎ落とすことで、納
入コストを抑えられるものと考えている。
三つのコンポーネントの機能性の精査に関しては、警察庁、岐阜、兵庫、警視庁および神奈川県警
の協力を得て、それが可能であるコンポーネントから、可能なかぎり現場に近い状況を実現し、かつ遺
留品として可能性の高い背景物質を想定した装置性能、機能の実証試験を実施することで、各コンポ
ーネントの棲み分け領域を確定すべく鋭意努力した。しかし未だ現場ですぐにも使用可能なデータベ
ースには至っていない。VIS-HSI の実用化後、実際の現場に投入してから得られる知見に基づいて、
棲み分けに関するデータベースを拡充、完成させることが現実的な路線と考えている。
再審査時に期待された開発技術の社会実装に関しては、４－（１）で後述するように、平成 29 年度
にも VIS-HSI の調達には応じられると考えている。
（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
外的要因の変化： 有
変化がもたらした結果：
再審査報告書提出時期まで、世界市場で発振波長 800nm 前後、極短パルス、高繰り返し周波数で
ある小型ファイバレーザは存在したが、CARS の使用に十分な出力を有するものは入手不可能であっ
た。しかし、平成 26 年度に入り、小型でかつ fsTRPL にも CARS にも対応可能なファイバレーザ（発振
波長: 780 nm、パルス幅: 90fs, 繰り返し周波数: 50MHz、最大出力: 500mW）が出現した。これによっ
て、fsTRPL/CARS 一体型実証機搭載のレーザを、再審査時「実証期間中における研究計画」書に記
載した発振波長 1064nm の小型ファイバレーザから上述した発振波長 780 nm の小型ファイバレーザ
に再度変更することとした。このレーザ出現により、平成 25 年度までに蓄積してきたノウハウをそのま
ま生かすことが可能になり、実証期間内に fsTRPL/CARS 一体型実証機を完成させて実証試験に供
することができた。
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（２）実施体制の妥当性
実施体制図 図-3 の通り、本 PJ を開始にあたり、早稲田大学、科学警察研究所、JFE テクノリサーチ株
式会社が、それぞれ、HSI、fsTRPL、CARS コンポーネント要素技術開発から実証機製作に至るまでの責
任を負うことを明確にした。毎月１回研究運営委員会を開催して進捗状況の確認、新たに発生した問題
解決やミッションステートメント遂行のための研究の方向性について多角的に議論を行うことで、参画機関
の間の連携を図った。必要に応じて、メール等での議論・審議も行い情報共有に基づく、意識の統一を
図った。
ニーズ元である関係省庁との連携をとるために、基本的には諮問委員会において当該諮問委員の方
の話をよく聞くことに心を砕いた。特に、最大ニーズ元である警察庁との連携は、本 PJ 成否の鍵となると
考え、諮問委員の方以外にも科学警察研究所を介して警察庁担当官を紹介いただき、現場で生じてい
る問題の把握に腐心した。その結果、各コンポーネント開発の方向性、性能評価のための標準試料や各
の個性を見極めるための試料選別に、現場のニーズを取り入れることに成功したと考えている。
各装置の実証試験は、地政学的見地から首都圏で実施したいと考えるに至った。理由は簡単で、装
置不具合や改善要求への対応が適切なものであるか否かをできるだけ短時間で確認することが得策と考
えたからであった。科学警察研究所から警察庁へ働きかけを行い、警視庁ならびに神奈川県警察本部
刑事部鑑識課の実証試験への協力を取り付けた。この実証試験体制の充実、強化が、本 PJ の成果を机
上の空論ではなく現場に密着したもととすることを可能にしたと考えている。
DNA 型検査に与える各コンポーネントの光源の影響の有無を確認するため調査研究に関して、科学
警察研究所法科学第一部生物第四研究室所属の専門家 2 名の参画は、その調査研究成果の客観性担
保という意味で本 PJ への貢献が大きかった。
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
事業化へ向けたロードマップを図
-24 に示す。
HSI、特に警視庁、神奈川県警の
鑑識課員から高い評価を得た
VIS-HSI については、現時点で受注
生産可能なレベルにあると判断して
いる。警察庁でも数カ年計画で全国
都道府県警察本部に配備すべく、平
成 29 年度から順次調達を開始する
計画とのことである。この動きに対応
して、最終諮問委員会で指摘された、
マニュアル整備等の要望 G（p.13 に
記載）への対応を完了する予定であ

図-24 事業化に向けたロードマップ

る。初年度調達後、実運用において装置操作性、機動性、耐久性などに対する改善要望が抽出されるも
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のと考えられる。従って、性能向上も含め課題解決に向けた継続的な改善、改良作業を進め、新規の開
発項目も加えながら完成度を高めていくため、科学警察研究所と早稲田大学が共同研究体制構築を進
めており、上記課題解決に取り組む体制を整備して対応することとしている。
fsTRPL/CARS 一体型装置にあっては、図-23 記載の仕様での製品化を目指すこととなる。JFE テクノリ
サーチでは、これまでに多くの鑑識機材を開発、製品化してきた実績が有り、開発要員確保、製造・品質
確保の体制が整備されているので、科学警察研究所と協働することで製品化にかかわる課題解決に十
分に対処可能であると考えている。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本 PJ における成果物もしくはその改良品が社会実装されれば、当初の目的である安全・安心な社会実
現に関しては、世界に誇る我が国の科学捜査レベルを一段上の高みに導くものと期待される。即ち、検
挙率向上による犯罪抑止力の増強が期待される。
VIS-HSI に関する本 PJ における研究成果を発表した論文は、論文誌発行元 Elsevier 社による集計デ
ータによれば、公表から 8 か月(2016 年 4 月時点)で閲覧回数が 540 回（日本からの閲覧 29 回を超え、
米国、中国、英国、タイ王国から各 74、71、59、55 回）に上っている。このことは VIS-HSI に対する世界的
注目度の高さを如実に示している。このことは VIS-HSI の海外市場が開かれていることを示唆しており、
当該装置の海外販売による我が国の貿易収支への貢献も期待される。
本 PJ の成果による科学捜査の範疇を超えた社会に与える効果も期待される。その最たるものが、諮問
委員会委員から幾度となく指摘されていたように、CARS 装置には、現場遺留物から被疑者が太っている
のか痩せているのかなどプロファイルにかかわる信号を検知するのみならず、ヒトの老化に関係する化学
物質からの信号を検知する潜在能力があることから、今後の研究次第では、日本が直面する高齢化社会
における健康測定の一手段としての波及効果も十分に期待される。
IV. 自己評価
本報告書に記した内容を下記項目ごとにまとめ、自己評価を行う。
１．目標達成度
当初の目標「被疑者特定に繋がる、現場に残された指掌紋、汗、体液等に含まれる脂肪やタンパク
質を、非接触・非破壊に顕在化させ、多角的・相補的に検知・分析し、すでに導入されているシステム
とのデータ互換性を持ち、かつ犯罪現場への可搬性にも優れた装置を研究開発・実用化すること」をミ
ッションステートメント記載の数値目標と共にクリアし、実用化に向けて低価格化を可能ならしめる装置
群を搭載するモバイルラボの実用化に目途をつけたという意味で、“所期の目標を上回っている”と判
断している。
2．プロジェクト全体としての成果
元来本プログラムの趣旨は、「DNA 型検査と干渉せず、従来法を駆使しても検出しきれない物体上
に印象されたヒト由来成分（指掌紋・体液）を非接触・非侵襲的に検知、検出したい」というニーズに基
づいたものであった。開発研究期間中にも関係省庁代表である諮問委員会委員の意見に耳を傾ける
とともに、警察庁や都道府県警察の現場職員へのヒアリングも実施し、さらなるニーズの把握とそれらへ
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の対応を検討した結果、例えば警察庁の高出力緑色レーザを用いた鑑識現場の近未来構想実現に
資するだけでなくユーザビリティにも優れた装置を開発できたことから、“計画以上の成果が得られてい
る”と判断している。
３．研究計画・実施体制
本報告書に記した成果は、「潜在する指掌紋等を多角的・相補的に検知・検出」するというコンセプト、
3 つの装置を独立した参画研究機関が責任をもって担当するという基本的な研究体制構想、さらには
鑑識現場で従事している職員の方々に開発装置群を直接使って評価してもらうという実証実験実施体
制構築のため適宜協力機関を増やすという柔軟な研究実施体制があって初めて達成できた。従って、
本項目の自己評価は“高く評価できる”と判断している。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
本報告書に記載のとおり、事業化が実現した装置がある一方、事業化には今少し検討が必要な装置
がある。しかし、それに関して何をどうすべきかという検討項目はすでに明確化されている事、かつそれ
の主担当参画機関が本 PJ における唯一の自己資金調達力を持つ企業である事、さらに PJ 終了後も
参画機関の間の情報共有体制のみならず科学警察研究所経由での警察庁との情報共有体制も維持
されている事から、“継続性・発展性の確保が期待できる”と判断している。
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