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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして社団法人日本分析機器工業会「次世代計測・分析システムに必要となるシステ

ム化技術に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 



 

序 
 

この報告書は、社団法人日本分析機器工業会が、平成 1７年度事業として、社団法人日

本機械工業連合会より受託(競輪補助事業)を受けて実施した「次世代計測・分析システム

に必要となるシステム化技術に関する調査研究」の実施内容をまとめたものです。 

我が国が 21世紀の世界で 20世紀の後半と同じような存在感を示す為には、ナノテクノ

ロジーやバイオテクノロジー等の最先端技術において世界をリードし、これらの技術に基

づいた他国には真似の出来ない独創的で高度な製品を供給する必要があります。また、こ

れらの技術を創出し、生産を支える計測･分析技術に関しても同時に最先端の機器を開発･

供給することが必要です。このためには分析機器の基本性能や機能について要素技術に立

ち返って、現状を認識することが求められます。 

本調査では、これからの日本を支える次世代の計測、分析技術の実現に向けて、キーと

なる重要な要素技術として１）前処理技術，２）データ解析技術、３）分子認識技術につ

いての調査を行いました。調査はまず、アンケート調査により現状と次世代の分析機器に

必要となるであろう性能･機能について広く意見を求めました。これらの意見を加味して、

次に文献調査による網羅的な調査を実施し、これを補完する形でヒアリング調査を実施し

ました。これらの調査を進める中から出てきた要望等を提言という形で纏めました。 

おわりに、この調査研究事業の実施に当たって、委託事業として取り上げていただきま

した社団法人日本機械連合会に深く感謝申し上げますとともに、この調査研究事業にご協

力を戴きましたアンケート先、面接調査先、海外アンケート先各位、及び実施機関である

社団法人日本分析機器工業会において「次世代計測・分析システムに必要となるシステム

化技術に関する調査研究」に参加し、貴重なご意見、ご審議を戴きました委員長をはじめ

とする各委員のご尽力に対し、厚くお礼申し上げます。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本分析機器工業会 

会 長  矢 嶋 英 敏 
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調査の概要 
 

１．事業の目的 

ナノテクノロジーやバイオテクノロジーにおいて必要となる原子数や分子数の粒子や構造物

を分析するためには既存の方法だけでは限界があるので、分析システムとして実用化するため

に重要な要素技術にまで遡り、現状を調査し、これからの開発の方向を提言した。 

我が国が国際競争力を強化するためには基盤技術として原子や分子 1個の計測・分析技術が

必要となる。しかし、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーにおいて必要となる原子や分子

１個の計測・分析は顕微鏡的な方法に限られ、計測・分析に必要な定量性を確保できない。一

方、定量性を確保できる現在の方法では、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーが分析に必

要とする原子数や分子数は検出限界よりも少ない量でありこのような要求を実現化するために

は単なる既存の装置の改良では困難である。そこでこのような計測、分析技術の実現に向けて、

キーとなる重要な要素技術として１）前処理技術，２）データ解析技術、３）分子認識技術に

ついて現状を調査した。 

 

２．事業の内容 

過去の調査研究の成果を基に次世代計測・分析システムに要求される性能・機能を委員会に

て検討し、必要となるシステム化技術の現状と課題について文献調査、アンケート調査、ヒア

リング調査（海外調査を含む）を基に明らかにした。それをもとにこれらの開発の方向性を見

極め、提言を行った。 

（１） 次世代計測・分析システムに要求される性能・機能調査 

 当工業会の調査研究報告の結果と文献調査により、次世代計測・分析システムに要

求される性能や機能をまとめた。 

（２） 必要となるシステム化技術の現状調査 

 前処理技術、データ処理解析技術、分子認識技術について文献、アンケート、ヒア

リング調査を行い、結果を委員会にて検討してまとめた。 

（３） 次世代計測・分析システムの開発課題の抽出と提言 

（１）、（2）の結果と、アンケート、ヒアリング調査により開発課題を抽出し、提言

としてまとめた。 

 

３．事業の実施組織 

社団法人日本分析機器工業会内に、本事業の運営と事業計画作成、調査研究遂行、事業のと
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りまとめ等を実施するために「次世代計測・分析システムに必要となるシステム化技術に関す

る調査研究委員会」を設け、当初の目的を達成すべくこれを推進した。 

 

４．委員会 

４．１ 委員会の構成 

委員会委員構成（順不同・敬称略） 

委員長  鈴木 孝治  慶應義塾大学理工学部 

副委員長 丹羽  修  (独)産業技術総合研究所 

副委員長 渡慶次 学  名古屋大学大学院工学研究科 

火原 彰秀  東京大学大学院工学系研究科 

佐藤 守俊  東京大学大学院理学系研究科 

浦野 泰照  東京大学大学院薬学系研究科 

小松 広和  慶應義塾大学理工学部 

丸山 健一  慶應義塾大学理工学部 

橋本 弘樹  (財)空港環境整備協会 

田巻 一彦  (財)神奈川化学技術アカデミー 

北岡 光夫  マイクロ化学プロセス技術研究組合 

澤島  隆  バイオディスカバリー㈱ 

金子 敏男  三菱化学㈱ 

新川 隆朗  日本電子㈱ 

川田  哲  エスアイアイ・ナノテクノロジー㈱ 

古川 良知  京都電子工業㈱ 

吉岡 浩実  サーモエレクトロン㈱ 

小川  茂  ジーエルサイエンス㈱ 

後藤 良三  東亜ディーケーケー㈱ 

石川  治  東ソー㈱ 

長谷川勝二  日本分光㈱ 

松岡 広和  横河アナリティカルシステムズ㈱ 

柾谷 榮吾  (社)日本分析機器工業会 

幹 事  小島 建治  日本電子㈱ 

幹 事  齋藤  壽  ㈱島津製作所 

幹 事  原田 勝仁  ㈱日立ハイテクノロジーズ 
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幹 事  平井 正徳  三菱化学㈱ 

幹 事  松田耕一郎  ㈱堀場製作所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 中村 良明  経済産業省産業機械課 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 浅野 由香  経済産業省産業機械課 

事務局  戸野塚房男  (社)日本分析機器工業会 

 

４．２ 委員会の活動状況 

委員会        5回開催 

ワーキンググループ 10回開催 
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第 1章 次世代計測･分析システムに要求される性能･機能調査 
 

現在の複雑で多様な世界で豊かな生活を送るためには、科学技術の一層の進歩とそれをベー

スとしたイノベーションの創出が不可欠である。この科学技術を支える基盤的な技術として計

測技術があり、特に人工的な材料を基に成り立つ近代産業は分析技術無しには成立しなかった

と言える。 

機器分析はサンプリング、前処理、測定、データ解析というプロセスで成り立つ。この中で、

特に測定とデータ解析の部分は機械化が進んだが、次世代計測･分析では単に測定部分を主とし

た分析機器の部分だけでなく、サンプリングからデータ解析までのプロセスを含んだ計測･分析

システムとして捉えて開発をすることが重要となる。20世紀後半のコンピュータ技術の急速な

進歩により測定部分のみの機器からコンピュータで制御されて試料を入れてしまえばボタン 1

つでデータが出るところまで来た。しかし、走査型トンネル顕微鏡でDNAを観察する為には、

像を得る前の作業ではノウハウと手作業が必要であり、ダイオキシンの濃度を得るためには測

定にかかる時間の 100倍もの時間を前処理に費やしているのが現状である。 

第１章では、主にアンケート調査の結果をベースとして次世代計測･分析システムに要求され

る性能･機能について纏めたが、次世代計測･分析システムが現在の装置の延長線上にあると断

言できなく、また機器分析の現在の問題点を解決するだけでは、足りないことも考慮して、ヒ

アリング調査や、文献調査の結果も参考にして纏めた。 

なお、経済産業省技術戦略マップについては、附属資料に示した。 

 

１－１ 分析機器に対するニーズ 

機器分析に使用される分析装置の用途は４つある。第１は最先端の研究開発のツールとして

の使用、科学機器としての用途である。 第２は材料開発の評価用としての使用である。第３は

品質管理用としての用途である。これにはプロセスでの使用と不要解析のような使用法がある。

第４が環境計測や食品検査等、計量器としての用途である。これらの用途では、用途毎に多様

のニーズがあるが、これらのニーズは主として分析手法に対するものである。 

それに対して今回の調査対象は多様な分析手法に対して共通的な要素技術であるので、ニー

ズの調査として、用途別ではなく分野、対象とする材料、分析目的の順でアンケートを行った。 

アンケート調査は平成 17年の 10月中旬から 11月初旬にかけて任意に選んだ 798箇所に対

して郵送で実施し 234件の回答を得た。尚、アンケートの対象とした人の属性等については附

属資料にあるので、それを参照して戴きたい。 
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１）対象分野 

アンケート回答総数は 234（回答 227、無回答 7）であった。12 項目について複数選択可の

設問に対し、選択総数 468であり、その内訳を図 1－１aに示す。これを比率でみると図 1－1b

の通り、①物質材料・ナノテク、②環境資源、⑥食品・農業、④製薬開発、③遺伝子検査の順

で、過半数を占めた。その他の内容として、生命工学、農業、メタボノミクス、触媒表面、分

析機器のユビキタス対応、電子部品、爆発物などの指摘もあった。 

  回答数 468

0 20 40 60 80 100 120 140

⑪情報通信・IT

⑫その他

⑨自動車

⑧石油/エネルギー

⑩電子機器・半導体

⑤臨床検査

⑦化学・高分子

③遺伝子検査

④製薬開発

⑥食品・農業

②環境資源

①物質材料・ナノテク

 

図 1－１a 活用される分野・領域の件数 
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②環境資源, 13%

⑥食品・農業, 12%

③遺伝子検査, 9%

①物質材料・ナノテ

ク, 26%

⑦化学・高分子, 8%

④製薬開発, 11%

⑧石油・エネルギー,

3%

⑤臨床検査, 7%

⑩電子機器・半導

体, 7%

⑫その他, 1%

⑨自動車, 2%
⑪情報通信・ＩＴ, 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1b 活用される分野・領域の比率 

 

２）対象とされる物質・材料 

その分析対象・物質を以下の 7 つのジャンルから複数回答可で選択、集計した結果を表１－

１、図１－2に示した。 

 

表 １－２ 対象とされる物質・材料 

 ①工業材

料 

②化成品 ③生体試

料 

④医薬・

食品材料 

⑤環境試

料 

⑥エネル

ギー資源 

⑦その他 

回答数 84  48  71  65  49  17  3  

選択のみ 53 35 42 42 33 9 0 

具体名有 31  13  29  23  16  8  3  
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①工業材料, 25%

③生体試料, 21%

④医薬・食品材料,

19%

⑤環境試料, 15%

②化成品, 14%

⑥エネルギー資源,

5%

⑦その他, 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－２ 対象とされる物質・材料 

対象とされる物質・材料として、①～⑦までの各々について、具体名が挙げられたケースに

ついて、その内訳を図 1－2a～図１－2gに示す。①工業材料の具体例では、ナノ材料、半導体、

セラミックの三種で過半数を占めた。 

ナノ材料, 20%

半導体, 16%

セラミック, 16%

繊維, 3%

有機薄膜, 3%

その他, 30%

発光材料, 6%

触媒, 6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2a 工業材料の具体例 
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②化成品の具体例として挙げた回答数12の内訳と比率を図1－２bに示した。 

 

高分子, 9%

ポリマーインク, 9%

ラテックス, 8%

顔料、着色剤、樹脂,

8%

触媒, 8%

無機有機複合体, 8%

生分解性プラスチッ

ク・ナノ物質, 8%

導電性プラスチック,

8%

添加剤, 8%

その他, 18%

均一オリゴマー, 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2b 化成品の具体例 

③生体試料の具体例としては、28の回答が得られた。回答数12の内訳と比率を図1－２cに

示す。ヒト・動物の組織・器官あるいは臓器などを「生体」として括った。生体、タンパク質・

遺伝子、血液・尿の3つで、全体の過半数を占める結果となった。 

 

生体, 21%

血液、尿, 18%

代謝物, 7%

穀物, 7%

微生物, 4%

診断, 4%

残留農薬, 4%

タンパク質・

遺伝子, 21%

その他, 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2c 生体試料の具体例 
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⑥医薬・食品材料の具体例では、回答数22に対し13種の物質が挙げられた。 

 

薬品残渣, 4%

その他, 14%

残留農薬, 31%

ＳＮＰ抗体, 10%

生理活性物質, 9%

低分子医薬品, 4%

添加物, 4%

微量代謝物, 4%

有機物、アミノ酸、

ペプチド、核酸, 4%

生分解性素材, 4%

フレーバー物質, 4%

アレルゲン, 4%
食品, 4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2d 医薬・食品材料の具体例 

 ⑦環境試料の具体例として掲げられた物質の内容内訳と、その比率を以下に示した。 

 

残留農薬, 19%

ダイオキシン,

13%

VOC, 6%

土壌・水, 6%

土壌オンサイト

分析計, 6%

ナノ物質, 6%

その他, 19%

PAH誘導体,

6%

環境リスク

対象物, 19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2e 環境試料の具体例 
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⑧エネルギー資源の具体例の回答は8例であった。 

 

天然ガス, 29%

石炭・石油,

29%

太陽電池, 14%

燃料電池, 14%

その他, 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2f エネルギー資源の具体例 

 

⑨その他の具体例として掲げられたのは、錯体、土壌、爆発物の3種であった。 

土壌, 33%

錯体, 34%
爆発物, 33%

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2g その他の具体例 
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３）分析目的 

想定される分野、対象において具体的な分析目的（例えば局所の元素・分子の分布、溶液中

の極微量元素など）があれば、お書きください。 

想定される分野、対象での、具体的な分析目的について記述する設問では、計 126の回答を得

た。ここで以上の内容を、生体、極微量、局所、構造、物性、機能性、均一性、前処理の 8通

りに分け、その比率を見たものが図 1－3aである。 

極微量, 29%

局所, 21%生体, 20%

構造, 13%

均一性, 5%

機能性, 4%

物性, 6%

前処理, 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－3a 具体的な分析目的 

過半数を占める「極微量」あるいは「局所」の内容を見ると、「生体」に係わるものが 19 件

見られ、その内訳は図Ⅲ1－3bのようであった。 

タンパク, 27%

生理活性, 11%

遺伝子検査, 11%
DNA, 5%プリオン検出

キット, 5%

含有窒素, 5%

細胞内物質分布,

5%

アミノ酸配列, 5%

代謝物分布, 5%

その他, 21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－3b 生体物質にかかわる具体的な分析目的 

 11



１－２ 本調査の対象とする要素に対する課題 

１）3つの要素に対する課題 

 

回答者は 205名であり、課題があるとして挙げた要素の合計は、377件（複数回答）であっ

た。 これらの内、“サンプリング・前処理”が最も多く、次いで“センシング及び検出技術”

であった。 

 表 １－２  課題（ニーズ）があると考える要素（件数） 

サンプリング・前処理 センシング及び検出技術 データ処理 システム化技術 合計 

137 114 76 50 377 

 

回答者 205名が、課題として挙げたそれぞれの要素の割合(%)を、図１－４ に示す。回答者 205

名の内、66.8 %が“サンプリング・前処理”を挙げている。 

 

24.4

37.1

55.6

66.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

システム化技術

データ解析

センシング及び検出技術

サンプリング・前処理

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－４ 課題（ニーズ）があると考える要素 

 

具体的な内容を記入した回答者は、前回答者 180名のうち 175名であり、大部分の人が記入し

たことになる。 

 

２）サンプリング・前処理の課題 

課題（ニーズ）があると回答した 137名の内 125名が具体的な内容を記入した。 

初めに、アンケート II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に関連した内容を抽出し、 

①試料／試薬量が多い → 微量化 、②分析時間が長い → 迅速化  

③分析処理能力 → 処理能力向上 、④感度 → 高感度化 
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⑤再現性 → 再現性 、⑥コスト → コスト 、⑦操作性 → 操作性 

のように分類した。その結果を、表１－３に示す。 

 

表１－３ “サンプリング・前処理”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化 迅速化 処理能力向上 高感度化 再現性 コスト 操作性 

19 19 1 0 11 7 28 

“操作性”の向上に対するニーズが最も多く、次に“微量化”、“迅速化”が挙げられた。“微

量化”には、処理する試料のマイクロ化に伴う微小（微少）試料のサンプリングに関する内容

も含まれており、また“再現性”の向上には、繰り返し再現性の他に、装置間差・個人差がな

いことなども含む。 

 125名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合(%)を、図１－５aに示す。回答者 125名の

内、22.4 %が“操作性”の向上を望んでいる。 

 

 

0.0

0.8

5.6

8.8

15.2

15.2

22.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

高感度化

処理能力向上

コスト

再現性

微量化

迅速化

操作性

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－５a “サンプリング・前処理”において別表 1に関連した課題（ニーズ） 

 

次に 125名が“サンプリング・前処理”に関して挙げた全て(165 件)の内容を分類し、件数の

多い順に主な課題（ニーズ）を抽出した。その結果(%)を、図１－５bに示す。 
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3.2

3.2

5.6

8.8

11.2

15.2

15.2

22.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

回収率

均一サンプリング

コスト

再現性

自動化

迅速化

微量化

操作性

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－５b “サンプリング・前処理”において挙げられた主な課題（ニーズ） 

 

“操作性”(22.4 %)、“迅速化”(15.2 %)などとも関連した、一連の操作の更なる“自動化”

を 125名の内 11.2 %が挙げた。また、微量化とともに必要となる“試料を均一にサンプリング”

(3.2 %)できる方法も望まれている。その他、個別の要求として“セラミックス複合体の表面薄

片化”、“有機薄膜の精密斜め切削法”、“TEM 試料作成”、“アトムプローブの試料作成”が挙

げられた。 

 

３）センシング及び検出技術 

課題（ニーズ）があると回答した 114名の内 99名が具体的な内容を記入した。 

初めに、アンケート設問 II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に関連した内容を抽出し分

類した。その結果を、表１－４に示す。 

 

表１－４ “センシング及び検出技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化 迅速化 処理能力向上 高感度化 再現性 コスト 操作性 

14 7 2 42 8 3 1 

“高感度化”に対するニーズが最も多い。“微量化”には“サンプリング・前処理”と同様、

微量試料の検出、微小領域の検出が含まれる。 

 99名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合(%)を、図１－６aに示す。回答者 99名の内、

42.4 %が“高感度化”を望んでいる。 

 

 

 14



 

 

1.0

2.0

3.0

7.1

8.1

14.1

42.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

操作性

処理能力向上

コスト

迅速化

再現性

微量化

高感度化

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６a “センシング及び検出技術”において別表 1に関連した課題（ニーズ） 

 

次に 99名が“センシング及び検出技術”に関して挙げた全て(143件)の内容を分類し、件数の

多い順に主な課題（ニーズ）抽出した。その結果(%)を、図１－６bに示す。 

 

3.0

6.1

7.1

7.1

7.1

8.1

8.1

12.1

14.1

42.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

複合化

味覚・香

非破壊・無侵襲

高分解能

迅速化

再現性

小型化・携帯性

特異性

微量化

高感度化

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６b “センシング及び検出技術”において挙げられた主な課題（ニーズ） 

 

“高感度化”(42.4 %)、“微量化”(14.1 %)の他に、目的成分に特異的な検出法（“特異性”）

を 99名の内 12.1 %が挙げた。また、“小型化”により“携帯性”を良くすること(8.1 %)、目
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的成分のより精密な検出法（“高分解能”）(7.1 %)、“無侵襲・非破壊”検出(7.1 %)も挙げられ

た。 

 

４）データ解析 

課題（ニーズ）があると回答した 76名の内 65名が具体的な内容を記入した。 

初めに、アンケート II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に従って内容を抽出し分類した。

その結果を、表１－５に示す。 

 

表１－５ “センシング及び検出技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化 迅速化 処理能力向上 高感度化 再現性 コスト 操作性 

0 0 4 2 5 0 11 

 

“操作性”の向上に対するニーズが最も多い。 

65 名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合(%)を、図１－７3a に示す。“操作性”に対

する要求は、16.9 % になる。 
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%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７a “データ処理”において別表 1に関連した課題（ニーズ） 
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次に 65 名が“データ処理”に関して挙げた全て(73 件)の内容を分類し、件数の多い順に主な

課題（ニーズ）を抽出した。その結果(%)を、図１－７bに示す。 

 

 

6.2

6.2

7.7

7.7

12.3

12.3

16.9

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

自動化

処理能力向上

汎用解析ソフト

再現性

データベース

多変量解析

操作性

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７b “データ処理”において挙げられた主な課題（ニーズ） 

 

65名の内それぞれ 12.3 %の人が、異なった複数機器からの情報処理（“多変量解析”）(12.3%) 

及び“データベース”(12.3%)の充実を挙げた。その他、“再現性”(7.7 %)、汎用ＰＣで解析で

きること（“汎用解析ソフト”）(7.7 %)、“処理能力向上”(6.2 %)、“自動化”(6.2 %)が挙げられ

た。 

 

５）システム化技術 

課題（ニーズ）があると回答した 50名の内 43名が具体的な内容を記入した。 

初めに、アンケート II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に従って内容を抽出し分類した。

その結果を、表１－６に示す。 

 

 表１－６ “システム化技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化 迅速化 処理能力向上 高感度化 再現性 コスト 操作性 

2 3 0 0 3 0 5 

“操作性”の向上に対するニーズが最も多く、次に“迅速化”、“再現性”などに対する要求

があった。 
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 43名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合(%)を、図１－８aに示す。回答者 43名の内、

11.6 %が“操作性”の向上を望んでいる。 
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図１－８a “システム化技術”において別表 1に関連した課題（ニーズ） 

 

次に 43 名が“システム化技術”に関して挙げた全て(49 件)の内容を分類し、件数の多い順に

主な課題（ニーズ）を抽出した。その結果を、図１－８bに示す。 
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図１－８b “システム化技術”において挙げられた主な課題（ニーズ） 
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43名の内それぞれ 11.6 %の人が“操作性”の向上(11.6%)、“自動化”(11.6%)、“小型化・携

帯性”(11.6%)を挙げている。その他、データの規格統一（“標準化“）(9.3 %)、”診断・履歴

管理”(7.0 %)、多機種の統括管理（“ネットワーク“）(7.0 %)などが挙げられた。 

 

６）設問Ⅳ－2 これらの要素を考えた場合に、あなたは、どの様な要素技術が大切と考えま

すか。また、具体的要素技術をお書き下さい。（重複回答） 

回答総数 255件、最も多かったのは、サンプリング・前処理 101件（40％）、次いでセンシン

グ及び検出技術 75件(29％)、データ解析 45件（18％）、システム化技術 29件（11％）の順で

あった。 

 

課題克服要素技術

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ, 101,
40%

　ｾﾝｼﾝｸﾞ, 75,
29%

　ﾃﾞｰﾀ解析,
45, 18%

　ｼｽﾃﾑ化, 29,
11%

　その他, 5,
2%

 

図 １－９ 課題克服要素技術 

 

①サンプリング・前処理（重複読み取り) 

サンプリング・前処理選択を選択した 101件の中でコメントのあったデータ総数 86件（重複

読み取り）の内で、処理能力向上 23件(27%)が最も多く、高感度化 14件(16％)、微量化 13件

（15％）、操作性 10件（12％）の順であった。 
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サンプリング・前処理
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図 １－１０ サンプリング・前処理  

②センシング及び検出技術（重複読み取り) 

センシング及び検出技術を選択した 75件の中でコメントのあったデータ総数 59件（重複読み

取り）の内で、センシング関連だけに高感度化 21件(27%)が最も多く、処理能力向上７件(12％)、

微量化６件（10％）、迅速化 3件（５％）、操作性３件(５％)の順であった。 

センシング及び検出技術
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図１－１１ センシング及び検出技術 
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③データ解析(重複読み取り) 

データ解析を選択した 45件の中でコメントのあったデータ総数 36件（重複読み取り）の内で、

データ解析関連だけにソフト （多変量解析法等）14件(39%)と最も多く、共通化・標準化 9件(25％)、

自動化 3件（8％）、評価技術 3件（8％）、高速化 1件（3％）、操作性 1件（３％）の順であった。 
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図１－１２ データ解析 

 

④システム化技術（重複読み取り) 

システム化技術を選択した 29件の中でコメントのあったデータ総数 23件（重複読み取り）の

内で、システム化関連だけに自動化が 5件(22%)と最も多く、ライブラリ・ＤＢ４件(17％)、共

通化・標準化 4件(17％)、ソスト、操作性、省エネ各１件（4.3％）の順であった。 
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システム化技術
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図１－１３ システム化技術 

 

１－３ まとめ 

次世代計測･分析システムに要求される性能･機能についてアンケート調査にみるように対象

とする分野･物質は多岐に及んでいる。 

これから分析の対象となる分野では物質・ナノテクが一番多く続いて環境資源、食品・農業、

創薬と続いている。最大の物質・ナノテクでも全体の占める割合は２５％強であり多岐に及ん

でいることがわかる。   

分析対象として分野ではなく物質・材料面からみると多いほうから工業材料、生体試料、医

薬・食品材料となり、グローバル化した世界で我が国の強みを示す必要のあるものばかりであ

る。これらの対象となる物質・材料の分析目的については極微量分析、局所分析への要求が大

きい。 

次に、今回の調査対象して要素技術、前処理技術、データ解析技術、分子認識技術（センシ

ング）について、解決すべき課題が多いのは前処理技術であり、続いてセンシング技術、デー

タ処理技術となった。前処理技術では処理能力向上、高感度化、微量化の順に要望が強く、セ

ンシングについては高感度化、処理能力向上、微量化が、データ解析では多変量解析に続いて

共通化、標準化に対する要望が強かった。 
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第 2章 次世代計測・分析システムに必要となる技術の現状 
 
第１章で次世代計測・分析システムに要求される性能・機能についての調査結果を記した。

本章では、これらの要求性能・要求機能を具現化する技術の現状について、科学技術文献調査、

インターネットによる技術調査、科学系雑誌調査などから関連する資料を収集し、サンプリン

グ技術、前処理技術、センシング技術、データ解析に分けて取りまとめた。 

調査対象の化学技術文献については、本委員会構成委員から各々専門分野の文献をリストアッ

プしてもらった。更に、JSTの科学技術情報システム JOISを利用して、文献検索も行った。

検索には、想定される科学用語とアンケートから出てきた用語をキーワードとした。これらを

以下に示す。 

サンプリングに関するキーワード；自動化、微量、微小、迅速、高速、精密、高精度、無侵襲、

局在化をサンプリングと“AND”を取った。 

前処理に関するキーワード；非破壊、迅速、高速、固相抽出、超臨界抽出を前処理と“AND

を取った。 

センシング；におい、味、鮮度、爆発物、細菌、麻薬、センサー、テラヘルツ、イムノアッセ

イ、免疫センサー、ハイスループット 

データ解析；高速化、三次元、３D、ネットワーク、データ検索、汎用解析ソフト、多変量解

析、標準化、統合ソフト、データベース、応力解析、マッピング、ノイズ消去法、マクロ

化、マイニング、パターン認識、パターンマッチング、フィッテングをデータ解析と“AND”

をとった。 

これらの検索結果と分析に関するキーワード（超高感度分析、超微量分析、超微量計測、近

接場分光、エバネッセント波、μTAS、プロテインチップ、バイオチップ、超微量計測、超高

速分析、超高速計測、一分子認識、一分子計測、イメージング、in-situ, in-vivo、in-vitro）を

“AND”をとった。 

これらのキーワードには、絞り込みが必要と思われるものもあるが、ノイズを含んで幅広く

検索し、抄録を見て更に選択した。 

一方、蛍光トモグラフィー、STEDなどは単独のキーワード検索をした。 

これらの中から絞り込んだ検索結果を巻末に文献リストとして添付した。 

調査した結果を以下に述べる。 

 
２－１ サンプリング技術の現状と動向 

１）サンプリング 
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試料と検出方法の多様化に伴い、サンプリング方法も多様化してきた。これまでの分析では、

試料は均質あるいはそれに近い性状であるとされていた。従って、均質性に問題がある試料に

ついては、粉砕・縮分などの操作を経て均質試料としていた。樹脂などのように粉砕が困難な

試料は凍結粉砕などが採用されてきた。生体試料やナノテク材料については、このような前提

は適用できなく、測定目的、測定対象に応じたサンプリング方法が必要となる。一例として、

糖鎖のサンプリング方法について述べる。 

生体内に見出だされる糖鎖は、蛋白質や脂質に結合して存在する。従って、糖鎖の分析・解

析においては、生体試料から糖鎖の切り出しが必要である。糖鎖の結合状況ごとに代表的な切

り出し法を表２－１に示す。 

 

表２－1 結合糖鎖の切り出し方法 

  N-結合型糖鎖 O-結合型糖鎖 糖脂質 プロテオグリカン糖鎖 

ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ分解法 ○ ○     

ｸﾞﾘｺﾍﾟﾌﾟﾁﾀﾞｰｾﾞ A法 ○       

N-ｸﾞﾘｶﾅｰｾﾞ法 ○       

ｴﾝﾄﾞｸﾞﾘｺｾﾗﾐﾀﾞｰｾﾞ法     ○   

ｽﾌｨﾝｺﾞﾘﾋﾟﾄﾞｾﾗﾐﾄﾞ法     ○   

ｾﾙﾗｰｾﾞ法       ○ 

（出典；ぶんせき，2005(9), p504） 

 

図２－１ FACSの原理図  

（出典；先端の分析法 2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ）

動物・植物細胞や海洋プラン

クトンなどの単一サンプルの散

乱光や蛍光強度を解析し、目的

の単一サンプルを取り出す装置

をセルソーターと呼ぶ。サンプ

ルを分取せず解析だけを目的と

した装置は  flow cytometry 

(FCM)とよび、分取する装置を

fluorescence-activated  cell  

sorting (FACS)とよんで区別

するが、混同して用いられるこ
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とが多い。 

FACSは図２－１に示すように、フロー系、光学系、ソーティング系の３システムが協調的

に動作して細胞分取を行う。実際の細胞分取においては、分取速度と細胞の純度と回収率との

間には密接な関係があり、全てを同時に満たすことは原理的に不可能なため、目的に応じて何

を優先させるか選択する必要がある。 

 

２）試料導入 

生体高分子のように貴重で量的にも制限がある試料の取扱いや分析計の感度向上に伴って、

試料導入量が微小化している。例えば、サンプル 1nLからの液液抽出や、サイクリックボルタ

ンメトリーにおいて 150pLを注入して測定した報告がある。 

GC への試料注入はマイクロシリンジが一般的であり、キャピラリーGC では導入できる試

料量が小さいためにスプリット法を用い、試料を気化後、その一部をGCカラムへ導入するこ

とが多い。しかし、この方法では試料

成分相互のディスクリミネーション

（組成変化や不均一なスプリット）な

どが発生することもあり、試料組成を

代表する注入が損なわれる場合がある

スプリット

。 

方法を用いることなく微小

l 

）は断面図、C)はチップ先端の拡大図である。 

水性インク 注入の精度に関し

液滴を正確に吐出する方法として、ピ

エゾ素子を用いたインクジェットデバ

イスが注目され、μTAS（Micro Tota

Analytical System ）やDNAマイク

ロアレイでの試料配置、HPLCの溶離

液を電気泳動へ導入するシステムなど

に応用されている。インクジェットデ

バイスはシリコン基板表面にプラズマ

エッチングにより微小な溝（幅 78μm×深さ 38μm）を形成し、パイレックスガラスを陽極

接合し、ガラス表面に ITO膜を形成して負極となし、ガラス表面にピエゾ素子を貼り付けてそ

の表面に金薄膜を形成して正極とした。図２－２に概略図を示す。 

図中、 A）は正面図、B

図２－２ インクジェットデバイスを用いた微少量注入システム 

(出典；分析化学 54(6), p533 (2005) )

を用いた場合、本デバイスの吐出量は１滴あたり 300pLとなる。

ては、注入量が nLレベルでも、測定したGCのピーク面積のRSDは約１％であり、良好な再
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現性と言える。 

 

μTASにおいては、試料導入と導入後の送液が一体で実現するので、試料導入は微小流量ポ

ン

行われているが 

溶

えるため、レーザの波長、照射密度、ア

ブ

接質量分析装置

に

プを用いた方法、電気浸透流を利用した方法が一般的である。それに対して、マイクロチッ

プ電気泳動法において、圧力負荷法によって試料導入を検討した報告があった。さらに、圧力

負荷をチップ基板である PDMS（poly-dimethylsiloxane）のガス吸収特性を利用して、ポンプ

レスで実施する報告もある。従来法の欠点であるサンプリング後にリザーバにサンプルが残る

ことを回避でき、DNAや蛋白質解析などに対しては優れた方法といえる。 

固体試料の場合、溶解後にその液の一部を分取して注入する方法が一般的に

解しないで直接 ICP-MSへ試料導入する方法として、レーザアブレーション法がある。この

方法では溶解という操作を必要とせず、固体試料にレーザ光を照射して試料構成元素を掘削あ

るいは蒸発気化により取り出し、直接プラズマ源に導入するので、ICP-MSの特徴である“分

析の迅速性”を引き出す試料導入法である。レーザ光を絞ることにより局所分析も可能であり、

現在、16～20μmまで絞り込んだ測定が報告されている。この方法における重要なポイントは、

試料中の化学組成とアブレーションによって飛び出してくるエアロゾルの化学組成が元素の揮

発性の違いに依存して一致しない点である。この課題を改善するために、active focus 法（レ

ーザの焦点を常に掘切面に合わせ、レーザ密度低下によるディスクリミネーションを抑制する

方法）や、chemically assisted laser ablation法（キャリアガスにフレオンガスを混合し、レ

ーザ照射で発生するフッ素が難揮発性元素と反応して揮発性のフッ化物としてディスクリミネ

ーションを抑制する方法）などが検討されている。 

更に、生成する粒子径のばらつきが感度に影響を与

レーションセル内のガス化環境などを最適化する必要があり、ダブルパルスレーザ（１度目

は試料のアブレート用、２度目が粒子の細分解用）の使用を提案している。 

発生ガスのサンプリングについては、スキマーインターフェイスを用いて直

導入する方法が報告されている。図２－４にスキマーインターフェイス接続の EGA-MS 装

置、図２－３にスキマーインターフェイスの原理図を示す。この方法では一段目のオリフィス

を通過したガスが減圧下で、質量が小さく拡散速度の大きい分子がより多く排気され、質量が

大きく拡散係数の小さい分子が濃縮され、質量分析計へ導入される。 
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図２－４ 

ンターフェイス接続のEGA-MS装置 スキマーイ

    （出典：ぶんせき 2005, No.9 p516 ）

図２－３ スキマーインターフェイス原理 

 （出典：ぶんせき 2005, No.9 p516 ） 

 

２

GC、HPLC、GPC、IC用に多くの分離材が開発され市販されているので、一

般

動、キャピラリー電気泳動）は DNAや蛋白質など

の

法には銀染色やクマーシーブリリアントブルーなど

の

色状態が異なるために正確なデータ

が

ル電気泳動は必ずしも有効でなく、パルスフィールドゲル電

気

－２ 前処理技術の現状と動向 

１）分離技術 

これまでに、

的なカラム分離については省略する。 

電気泳動（ゲル電気泳動、二次元電気泳

生体高分子の分離に優れた性能を持ち、現在では不可欠の分離法である。目的に応じて SDS

ゲル電気泳動や密度勾配ゲル電気泳動、等電点電気泳動と SDS ゲル電気泳動を組み合わせた

二次元電気泳動などが選択されている。 

泳動した蛋白質などの生体高分子の染色

染色法が確立されており、充分に実用化されている。 

しかしながら、実験操作によっては、泳動パターンと染

取れないことがある。この欠点を解決するために、蛍光標識と二次元電気泳動を組み合わせ

た 2D-DIGE法が開発されている。この方法では、比較する試料を分子量・電荷が等しく蛍光

波長が異なる色素で標識する。 

40kbp以上のDNA分離にはゲ

泳動法が用いられているが、新たに誘起泳動法が開発された。この方法は、不均一な電場内

に存在する微粒子に誘起された双極子と電場との相互作用を駆動力とする泳動であり、双曲線

形のマイクロ四重極電極を用いて泳動する。この方法を用いると、40kbp以上のDNAでも優

れた分離性能を示す。 
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蛋白質の細胞あたりのコピー数には数万倍の違いがあり、二次元電気泳動で全てを網羅する

こ

電気泳動は優れた分離法であり、ポリアクリルアミドゲルでの分離や

キ

ルで実施するマイクロチップ電気泳動（MCE）に

つ

）抽出技術 

成分をマトリックスや共存成分から分離するのに使われる重要な前処理方法で

あ

組織化イ

オ

わ

ず

かな構造変

ら固相抽出（主として固相マイク

ロ

とは困難であり、その場合には、二次元 LC（陽イオン交換カラムと逆相カラム）による分

離が用いられている。 

糖鎖の分離においても

ャピラリー電気泳動も多用されている。 

キャピラリー電気泳動をマイクロチャンネ

いては、流れ分析における前処理の項で述べる。 

 

２

抽出は被測定

り、溶媒抽出（液―液抽出、固―液抽出、ガス抽出）や固相抽出、超臨界抽出などが目的に

応じて使われてきた。しかしながら、近年、分析においても試薬使用量の削減や環境への排出

防止、抽出の迅速化など観点から見直し・改善が検討されており、溶媒抽出においてもソック

スレー抽出に変わる方法として、高速溶媒抽出法や高速流下抽出法が提案されている。 

他方、溶媒抽出における選択性の向上を目指した報告もあり、以下に一例を示す。 

自己組織化イオノフォア：グアノシンがお互いに水素結合して生じる４量体は自己

ノフォアといわれ、イオン選択性に優れているクラウンエーテルなどの合成イオノフォアの

代替品として溶媒抽出に有効である。226Ra+2を高い選択性で簡単に抽出した報告がある。 

Water pool：生体高分子は本来水溶性であり有機溶媒には殆ど溶けない。また、溶媒和が

かに変化しただけでも、その活性を不可逆的に喪失してしまう。生体高分子の活性を損なう

ことなく有機溶媒で抽出する方法が報告されている。その方法は、特定の有機溶媒と界面活性

剤との組み合わせにおいて、逆ミセル（W/Oエマルジョン）が有機溶媒中に生じる。この中心

にはWater poolという微小水滴があり、その大きさは界面活性剤の種類や濃度によって nm～

μmの範囲で変化する。 DNA（6,500kDa）をこのWater poolの中に閉じ込め抽出している。

抽出されたDNAはブタノールと塩化ナトリウムを含む水溶液で逆抽出された。 

抽出に伴うDNAの構造変化を円二色性（CD）によって調べ、逆ミセル中ではわず

化が見られたが、逆抽出した水溶液では元に戻っている。 

一方、環境試料やバイオ関連試料においては、溶媒抽出か

抽出 SPME）への切り替えが進んでいる。SPMEは、省溶媒化、省力化、マイクロ化、ハイ

スループット化などを指向したものであり、有機溶媒を殆ど使用せず、迅速・簡便にサンプリ

ング・目的成分の抽出と濃縮・クロマトグラフへの導入までを自動化することが可能である。

SPMEの方法としては、溶融シリカファイバー抽出,インチューブ抽出、ウエルプレート抽出、
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膜抽出、マイクロシリンジのニードル内部に抽出剤を固定化あるいは充填した抽出法などがあ

り、以下に示す広い分野で使用されている。 

環境分野   ； 大気、飲料水、排水、井戸水、土壌、汚泥、処理場浸出水など 

液、燃焼残渣など 

イン

 

マイクロ固相抽出と類似した方法にスターバー抽出（SBSE）法がある。この方法は、100％

ポ

量導入 

固相 含浸させた樹脂を用い

て

）濃縮技術 

目指す時、濃縮は測定対象成分量を増やすこととマトリックスや共存物質から

化学・化粧品 ； 化学反応液、洗剤、香水、界面活性剤など 

医薬、臨床、科学捜査 ； 医薬品、血液、尿、土壌、毛髪、胃

チューブ SPMEによる抽出・脱離フローを図２－５に示す。 

図２－５インチューブマイクロ抽出のフロー （出典：ぶんせき，2005(8), p435 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リジメチルシロキサンをコーティングした stir bar（攪拌子）を用い、攪拌しながら目的成

分を抽出・濃縮する方法である。抽出・濃縮後の試料は、水洗・脱水後にガラスチユーブ内で

過熱脱着され、GCに導入される。SPME法では、固定相の体積が非常に小さいため、分配係

数の小さい物質の回収率は低くなるが、SBSE 法では、固定相の体積を適度に大きくし、（24

～126μL）回収率を向上させる。SBSE法には以下のような特徴がある。 

・クロマトグラフィー用の抽出法     ・濃縮も実施 

・高い回収率が得られる         ・抽出試料の全

・操作が簡単              ・抽出溶媒が不要 

抽出の中には、抽出剤と共にシンチレータを固体マトリックスに

、目的核種の抽出･濃縮・シンチレーション測定を一度に行う例も報告されている。 

 

３

高感度分析を
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分

せ

て

は、メモリー効果がない点で、微小同心噴霧器より優れており、操作も簡単で

あ

）流れ分析における前処理 

して利用し、高感度な検出器に導く手法が展開されている。そ

れ

；フローインジェクション分析法（FIA）とは、0.5ｍｍφ程度のチ

ュ

ムを２本導入し、最初のカラム

で

シークエンシャルインジェクション；シリンジポンプとマルチポジションバルブをコンピュ

ー

離するということで有効な方法であり、GC, HPLC, ICあるいは FIAなどでは従来から濃縮

カラムが採用され高感度化の成果を挙げている。以下にASV法を用いた濃縮を紹介する。 

ASV(Anodic Stripping Voltammetry)は、本来、溶液中の金属イオンを電極表面に電解析出さ

濃縮した後に逆方向に印加電位を掃引して再び酸化溶出させ、この時の印加電位値で化学種

の同定を、酸化電流の大きさから定量を行う電気化学的な高感度分析法である。この装置を質

量分析計とオンラインで接続し、電解濃縮・MS 測定をした。最初に水銀薄膜にカドミウム、

鉛、タリウムを濃縮し、その後、再溶出させ、直接注入型の高効率噴霧器を用いて質量分析計

に導入した。 

この注入方法

る。また、同じく ASVを用いてヒ素を濃縮する過程で、電解析出時に 250Hzの低周波数を

適用すると、無音状態に比べ感度は 50倍向上した報告があった（音波支援電気分析）。 

 

４

流れ分析計を試料の前処理と

らの例を以下に示す。 

フローインジェクション

ーブの中で試料の形態を整え吸光光度法等で測定する方法であるが、検出器としては、吸光

光度法の他に、ICP-MSや蛍光法、電気化学検出法等が接続可能である。このような切り口で、

フローインジェクション法を前処理として捉え、化学処理や濃縮などを実施し、検出器へ導入

して高感度分析する方法、例えば、試料液中のAg,Co,Cd,Cr,Cuなどを直接あるいはキレートを

形成して様々な充填剤で濃縮し、蛍光、ICP-MS、電気加熱炉AASなどの方法で測定した例や、

陰イオンをテフロン®フィルターで 20倍程度濃縮した報告がある。以下に、水道水中のCr（Ⅵ）

をCr（Ⅲ）から分離濃縮し、ICP-MSで測定した報告を示す。 

フロー系の中に、イミノ二酢酸キレート樹脂を充填したカラ

Cr（Ⅲ）を捕捉・濃縮し、スルーした Cr（Ⅵ）はフロー内で Cr（Ⅲ）に還元して２番目の 

カラムで捕捉・濃縮する。必要な濃縮が終了した後、硝酸溶液で溶離させ、ICP-MS へ導入し

た。定量下限は Cr(Ⅲ)、Cr（Ⅵ）それぞれが、0.08ppb, 0.15ppbであった。 

 

タで制御した SIA法が多くの操作を必要とする分析に有効であることが報告され、“Lab on a 

valve”と呼ばれている。これも、前述のフローインジェクション法と同様に前処理法として捉

えることができる。以下に抗体固定化ビーズを用いたアルキルベンゼンスルフォン酸塩（LAS）

 30



の化学発光分析を示す。 

分析フロー；LAS抗体を固定化した磁気ビーズをフローセル内に導入し、永久磁石で捕捉し、

次

μTAS；μTASは個々の分析操作をチップ上に構築された溝（チャンネル）で実現し、検出

ま

  表２－２ μTAS測定例（検出法；熱レンズ顕微鏡を使用） 

間     

 

 

       

に、試料と酵素を標識した LAS溶液をセルに導入し、磁気ビーズ上の抗体と競争免疫させる。

その後、標識 LAS酵素の基質と化学発光試薬を導入し、化学発光強度をホトンカウントする。

これらの一連の操作はコンピュータ制御によりバルブを切り替えることで実行する。検出下限

は水道水の水質基準 200ppbの 1/10程度である。 

 

でを実施する高感度なトータルシステムであるが、個々の分析操作を実施するという観点で

前処理技術を含んでいる。マイクロチャンネル内では、①分子の拡散移動距離が短いので反応

時間が大幅短縮、②チャンネル壁と液体や液体同士が接する界面が大きいので反応や抽出効率

が向上、③熱容量が小さいので急速な加熱・冷却が可能といった特長があり、高速処理が可能

である。例えば、細胞培養→培地交換→細胞洗浄→蛋白質抽出→変成処理→電気泳動による分

離という一連の操作を実行するに、従来は８０分を要したが、マイクロデバイスを用いると１

分間で処理できる。μTASについては現在多くの報文や解説が出ているので省略するが、混合、

反応、相分離、相合流、溶媒抽出、固相抽出、濃縮、加熱、希釈、分取などの前処理がμTAS

の中で実施され、多くの分析例が報告されている。その一例を表２－２に示す。 

 

 

    前処理     測定項目     定量下限     分析時

    抽 出      Fe 錯体         7.7 zmol          60 sec 

                        Co 錯体          0.72 zmol         60 sec 

             Ni 錯体       NA               5 min 

                        Na+  K+          4.5 zmol          1 sec 

                        Co2+              0.072 zmol       10 min 

                        色素        NA         6sec 

        免疫反応     s-IgA        < 1μg/mL         < 1 h 

                        Interferon-γ    0.03 ng/mL       35 min

        酵素反応     過酸化水素     50 zmol         250 sec 

        MCE           アミノ酸     0.2 zmol          NA   

                            （出典；Anal.CHem., 76(3), 52A,(2004)より抜粋） 
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これらの他にも、 

粒子中の多環芳香族化合物（PAH）のみを固相吸着・抽出する方法 

溶媒

③ してマイクロチップで動電クロマト分離を行い、アミノ

な ある。 

、キャピラリー電気泳動をマイクロチャンネルで実施す

る

プ電気クロマトグラフィーは、固定相をマイクロチャンネル内に形成して電気

泳

内堰を設けてフリットの代替とする方法。この手法でHPLCで一般的に使用されている

② ノマーを重

③ て機能化し使用。 

上のように、マイクロチップを用いた前処理装置は、装置が小型・高速・省エネルギー等

の

）蛋白質の結晶化技術 

能解析、分子設計、創薬の基板研究において重要な情報をあたえる

①ディーゼル排気微

②土壌汚染ガスを捕集剤で採取後、マイクロチップに導入し、VOCのみを充填剤に吸着・

抽出後にGC-MSで測定する方法 

シクロデキストリンを泳動液に添加

酸、生理活性アミン類、アンフェタミン類、アリルプロピオン酸類などの光学異性体を分離

し、レーザ誘起蛍光法、紫外吸光光度法、化学発光法などで電気伝導度検出などの方法で高

速に測定（キラル分析） 

ど、前処理に関する報告が

マイクロチップの応用という点では

マイクロチップ電気泳動（MCE）の実用化が最も進んでおり、既に多くの専用装置が市販さ

れている。MCEは従来のキャピラリー電気泳動の高分解能と超微量分析という利点に加えて、

分析の高速化とチャネルの並列化によるハイスループット化の利点を兼ね備えており、多くの

報告がある。 

マイクロチッ

動を行う分離手法である。マイクロチャンネル内の充填剤固定は次の３方法が採用されてい

る。 

①流路

ODS修飾シリカビーズを用いた高速・高分解能のMCE分離が実現している。 

マイクロチャンネル内において、スルホン酸基やアミノ器を有するアクリル系モ

合させて多孔質の固定相を形成する方法。ベンゼン誘導体、アミン、アミノ酸、ペプチドな

どのMCE分離を実現している。 

マイクロチャンネルの内壁を修飾し

 

以

特長があり、オンサイト・リアルタイム前処理法として優れた特性を持つので、これからの

環境汚染やセキュリティの面において、化学物質安全管理はマイクロチップを用いた前処理と

高感度な小型分析計（例えば、TOF-MSの小型版）を融合したオンサイトモニタリングが有効

であろう。 

 

５

蛋白質の三次元構造は機
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た

形成、②攪

拌

り、沈殿剤溶液の調製、結晶化、結

晶

）その他の前処理技術 

加熱気化／ICP-MSにおいて、加熱気化時のクラスター形成を防止

す

合わさって達成

用いて加熱洗浄を行い、

③ 洗浄後に希酸を封入して保管、使用直前に超純水で

し の加熱濃縮操作では鉄の溶出が見られなくても、塩酸で加熱濃縮操作を

行

る必要がある。再使用を繰り返し、劣化が進んだ容

器

め、その結晶化も前処理の一環として極めて重要である。従来の「動かさない」「揺らさない」

という宇宙の無重力空間を理想とした蛋白質結晶化技術と相反した方法で少量の溶液（１μL

からでも可）から、短期間で結晶化を可能にする活気的な方法の報告があった。 

この方法のキーテクノロジーは、①フェムト秒レーザの照射により結晶化の核を

装置による溶液全体の攪拌、③柔らかくて壊れやすい蛋白質結晶は不活性溶液の上に浮かべ

たまま育成する方法により最も結晶化が困難といわれた膜蛋白質の結晶化も成功した。蛋白質

の三次元構造解析を大幅に加速する創晶技術といえる。 

一方、蛋白質結晶化チップが実用化に向けて開発中であ

観察がグラフィカルユーザーインターフェイスを介して操作できる。また、統計学的モデル

により結晶化条件の最適化を図ることが出来る。  

 

６

クラスター形成の防止；

る修飾剤を使用し、高感度（pptレベル）分析を可能にした報告がある。 

超微量分析用の器具；超微量分析は、検出器の感度向上とブランクの低減とが

できる。その意味では、使用する器具からのコンタミネーション除去・低減が極めて重要であ

る。ガラス状カーボン樹脂は、気体･液体の不透過性、耐食性、耐熱性、純度、熱伝導性に優れ、

超微量分析に適している。また、超微量分析で多用されるフッ素系樹脂、合成石英、窒化ホウ

素も溶出量が少なく、微量分析に適している。これら容器の取扱い上の注意点は 

① 通常初期溶出が起こるため、新品の場合には充分な洗浄が必要 

② 使用直前には、硝酸、塩酸、フッ化水素酸またはそれらの混合液を

超純水で充分に洗浄することが必要 

密栓可能な容器の場合、酸による加熱

水洗して使用。 

かしながら、硝酸

うと鉄の溶出が見られる場合もある。 

PFAの場合、溶出と共に、吸着も考慮す

程、吸着が大きい。合成石英や窒化ホウ素の場合は、表２－３に示す通り溶出量が少なく、

優れた超微量測定用の容器といえる。これらのデータは、１ｍLの酸を容器（６ｍL容）に加

え、加熱・蒸発乾固させた後、溶出物を１ｍLの希硝酸で溶解し、ICP-MSで測定した結果と

窒化ホウ素製容器（５０ｍｌ容）を用いて有機物灰化処理操作したときのブランク値であり、

灰化ブランク中のAlはBO分子イオン干渉の可能性がある。 

 33



 

表２－３ 超微量分析用容器の溶出量 

     窒化ホウ素 元素      合成石英  

  30% 塩酸 68% 硝酸 のブランク 68% 硝酸 灰化操作後

Na ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.074 

Mg ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.056 

Al ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.22 

K ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.067 

Ca ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.049 

Cr ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.082 

Fe ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 0.21 

Ni ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 ＜0.04 

Cu ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 ＜0.04 

Zn ＜0.01 ＜0.01 ＜0.04 ＜0.04 

 

生体組織を生きた状態で観察することは、その機能を解析する上で不可欠な技術である。そ

の

－３ 検出技術の現状と動向 

状 

な分析装置のひとつである質量分析計（MS）はイオン化部と質量分離部と

イ

表２－４ 質量分析装置の構成ユニット 

質 量 分 離 イ オ ン 検 出 

要求を満たす方法として急速凍結・ディープエッチング法、急速凍結・免疫エッチングレプ

リカ法などの前処理技術が開発されている。 

 

２

２－３－１ 主要な検出装置の現

１）質量分析法 

現在最も高感度

オン検出部より構成され、表２－４に示すように、各々に複数の方法が開発されており、分

析目的に応じて選択・組合わされている。 

 

イ オ ン 化  

・化学イオ ・飛行時

ップ（QIT）

・電ン化 （CI） 

・電子イオン化 （EI） 

・高速原子衝撃 （FAB） 

間（TOF） 

・四重極型 （Q) 

・四重極イオントラ

子増倍管（EM） 

・チャンネルトロン 

・マルチチャンネル 
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・ﾏﾄﾘｯｸｽ支援ﾚｰｻﾞｰ脱離 

・ｲｵﾝ化 （MALDI）） 

エレクトロンスプレィ （ESI） 

・

ロン（ICR）

大気圧化学イオン化 （APCI) 

・音速スプレー（SSI) 

・四重極リニアイオントラップ

    （LIT） 

・イオンサイクロト

プレート（MCP） 

（出典：先端の分析法、2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ） 

 

質量分析法は、半導体関連試料、環境試料、生体関連試料、研究開発、品質管理などの様々

な

高感度に測定する LC-MSにおいて、質量分析の環境を常圧化した大

気

I）法 

溶媒（ドーパン

ト

し、電極表面での電気化学反応を促進し

イ

ーとコロナ放電の針電極を組み込んだイオン化法。 

④

化することを目的にした方法。APCIプローブの噴

霧

分野において極めて重要な手法であり、マトリックス支援レーザ脱離イオン化質量分析

（MALDI-MS）やエレクトロンスプレーイオン化質量分析（ESI-MS）が生体高分子の分析に

おいて画期的な成功をもたらしている。近年著しく進歩した LC-MS のイオン化法を中心につ

いて概要を記載する。 

生体高分子を分離して

圧イオン化（API）法の貢献は大きい。API 法では、LC から溶出する大量の溶媒中で生成

するイオンを溶媒と分離してMSに導入するため、真空機器であるMSへの負荷が少なくなる

ため、最近の LC-MSにおけるイオン化法の多くはAPI法の範疇といえる。その中でも、エレ

クトロンスプレーイオン化（ESI）法と大気圧化学イオン化（APCI）法が主流であり、この二

つの方法を用いると有機化学物質のイオン化が可能であり数多く使用されている。しかしなが

ら、これらの方法も決して万能ではなく、イオン化されない、あるいはイオン化効率が悪い化

学種も少なくない。これらを改良・補完する方法が提案されている。 

① 大気圧光イオン化（Atmospheric pressure photo ionization ; APP

APPI の光源から照射されるエネルギーより低いイオン化エネルギーを持つ

）を添加してイオン化し、イオン化されたドーパントで目的成分をイオン化する方法。 

② porous flow-through electrodeによるESI法 

キャピラリー電極を多孔質にして電極の表面積を増

オン化効率の向上を図っている。 

③ μAPCIによるイオン化法 

μチップにAPCIのネブライザ

180 pmolのアクリジン 1μL注入し、S/N＝３が得られる。 

 噴霧グロー放電イオン化（SGDI）法 

APCIや ESIで感度の低い物質をイオン

に希ガスを用い、噴霧流中でグロー放電でイオン化する方法。アルゴンを用いた場合に、PAH
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や芳香族ニトロ化合物で１０倍感度アップ。 

⑤ metastable atom bombardment法 

アルゴンや窒素ガス中での放電により生成する準安定原子により誘起されるイオン化法。ガ

ス

ングイオン化（atmospheric-pressure Penning ionization ）法 

して検討され

た

MS） 

あるが、有機成分でのフラ

グ

典；ぶんせき, 2004(11), p661） 

 

以外の質量分析において注目されるイオン化法について概略を記す。 

①

分析において、頻度多く使用されているイオン化法で、試料にコバルト等

の

I-MS の手法を臨床応用に向けて改良した SELDI-TOF-MS（プロテインチップ）に

つ

を選択することで、イオン化エネルギー8～20eV の範囲が得られる。10 年前に提案された

方法であるが、マイクロフロー分析向けに改良されて再提案。従来の４８倍のイオン電流が得

られている。 

⑥ 大気圧ペニ

励起アルゴンを用いたペニングイオン化法である。本来GC/MSのイオン化法と

が、LC/MSにも適用可能。ベンゼン等の芳香族化合物でM+ , ヘキサンなどの脂肪俗化合物

で [M-H]- ，メタノール等で[M+H]+ イオンが生成する。 

⑦ イオン付着法（ion attachment mass spectrometry ; IA

ガス状・揮発性試料に対しては、電子イオン化（EI）が一般的で

メンテーションが激しくGCによる成分分離後を組み合わせた測定が行われている。それに

対して、電子イオン化よりもソフトなイオン化を行い、フラグメンテーションが皆無で、常に

分子イオンのみが発生するIAMS法が開発され、ガス状・揮発性試料について、フラグメンテ

ーションフリーが確認された。この原理は、減圧下でアルカリ金属イオン（Li+）と試料分子と

の付着（会合）によってアダルトイオンを生成させ、フラグメンテーションの発生を防いでい

る。感度はガス試料で<1ppb,ダイナミックレンジは６桁である。 

（出

LC-MS

 MALDI－MS 

生体高分子の質量

金属とグルセリン等のマトリックスを加えてレーザのエネルギーを上手く試料に伝えてイオ

ンかする手法ある。最近の新しい応用として、細菌細胞中の蛋白質や脂質などの構成成分を詳

細に解析できる手法として注目されている。更に、この方法では、質量スペクトル上に観測さ

れる成分のピークパターンからしばしば細菌類の種類を迅速かつ簡便に識別・同定できること

も報告されている。従来は細菌試料から溶媒抽出などの前処理が必要であったが、オン・プロ

ーブ試料調製法と呼ばれる簡単な方法を取り入れることで細菌脂質の直接分析が可能となって

いる。 

MALD

いては、後段のバイオセンサーの節で述べる。 
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② ポーラスシリコンを用いるレーザ脱離イオン化法    

シリコン板上で試料にレーザを照

射

 

重要であり、一般にはESI法が採用されている。

し

オン化法 

超えるエネルギーを与えてイオン化して電流として検出する簡

単

、固体試料にレーザ光を照射して試料構成元素を掘削あるいは

蒸

ロトロン共鳴イオン源） 

り効率よく陽イオンを発生させるイ

オ

イオン検出器は、蛋白質などの生体高分子の分子量を高精度に測定するために、著しい発展

を

電解エッチング法により nmサイズの孔を空けたポーラス

して（マトリックスが無い状態で）ソフトイオン化する方法。低分子量領域にマトリックス

由来のイオンが検出されないことが特徴。 

③ コールドスプレーイオン化（CSI-MS）

非共有結合に基づく不安定な超分子の解析は

かしながら、ESI法は加熱を伴う急激な溶媒濃縮による試料の気化過程が必要なため、不安

定な分子イオンの検出に弱点がある。CSI法はESI法を改良し、低い温度でイオン化を可能と

した方法であり、ESI, FAB, MALDI法では測定が困難であった非共有結合化学種のイオン化

が可能となった。 

④ レーザ多光子イ

吸光性分子にイオン化閾値を

な方法で、無極性溶媒や極性溶媒中の芳香族分子をppb～pptレベルで測定可能である。この

方法を用いて、水油海面の水相側に存在する芳香族を高感度に測定した報告があった。ｐHや

界面活性剤濃度などを最適にして 10-10Mの測定が可能である。 

⑤ レーザアブレーション法 

固体試料の溶解を必要とせず

発気化により取り出し、イオン源に導入するので、ICP-MSの特徴である“分析の迅速性”

を引き出す試料導入法である。 

⑥ ECRイオン源（電子サイク

閉じ込め磁場中に発生する ECR プラズマ高温電子によ

ン源で、MS のイオン化法として利用すると、①殆ど全ての元素に対して非常に高いイオン

化効率が得られる、②固体試料に対して前処理なしで直接イオン化が可能、③共存元素間のマ

トリックス効果が無い、④分子イオンは殆ど生成しないなどの特長があり、高感度分析が期待

できる。 

 

とげた。一方、フラーレンやカーボンナノチューブに代表されるナノスケール物質や超微粒

子などの工業的応用に期待が高まってくると、原子・分子からクラスター領域、超微粒子領域

までをカバーできる広い質量範囲と高い質量分解能が要求される。フーリエ変換型イオンサイ

クロトロン共鳴質量分析装置（FT-ICR-MS、図２－６，２－７）がこの様な要求を満たす可能

性がある。FT-ICR-MS は強磁場中でのイオンのサイクロトロン運動に着目した質量分析計で
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あり、イオンを数分のオーダーでトラップできる点とマス分解能が優れている点が特長である。

マス分解能は、700amuにおいて 0.018amuであり、TOF-MSに比べ 10～100倍優れており、

10,000 amu程度までの大きなイオンの高分解能計測が可能である。 

 

ESI-FT-ICR-MS 法を用いて、蛋白質全体を眺めた上で、各アミノ酸残基がどのような修飾

を

されて

い

）レーザ分光法 

生かした様々な分光法が開発されてきた。その対象は、固体・液体・気体・

プ

ザ分光法 

代 表 的 な 方 法 

どの程度受けているかを明らかにする解析方法としてトップダウン法が確立されつつある。 

この方法では、蛋白質を高純度に精製できなくても、装置の高分解能を利用して分子関連イオ

ンをおよびその断片イオンを高分解能で測定することによって解析する方法である。 

質量分析計の小型・モバイル化の検討も進んでおり、ガス用の質量分析計が既に市販

る。ガス用の質量分析計以外では、Q-MSの小型化・モバイル化の検討が進んでおり、m/z  

0～50, 0～100, 0～650 amuの範囲で、バッテリー駆動で２時間稼動する装置が開発されてい

る。水中のVOC測定において、0.5 ppbの感度を有す。 

 

２

レーザ光の特長を

ラズマに適用可能であり、一般的な分光法にくらべると①高感度である、②化学種の選択性

が高い、③in situ計測や遠隔計測、局所計測が可能などの利点がある。表２－５に高感度検出

に利用される各種レーザ分光法を示す。 

表２－５ 高感度検出に利用される各種レー

総    称 原理／検出物質 

レーザ 吸収 長光路セル

ダウン分光法 

吸光法  法 

キャビティリング

図２－７ FT-ICR-MS装置の例 

  （出典；ぶんせき, 2004 (9), p514 ） 

図２－６ ICRセルの構成例 

（出典；ぶんせき, 2004 (9), p514 ） 
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レーザ誘起蛍光法 蛍光 

（ＦＣＳ） 

） 

単一光子計数法 

蛍光相関分光法 

共焦点蛍光顕微鏡 （ＣＦＭ

レーザ熱変換分光法 発熱に伴う音響波発生や

 屈折率変化など 

光音響分光法 （ＰＡＳ） 

熱レンズ分光法 （ＴＬＳ）

光熱偏向分光法  

レーザイオン化分光法 イオン オン化法（ＲＥＭＰＩ） レーザ多光子共鳴イ

共鳴イオン化質量分析 （ＲＩＭＳ） 

ﾚｰｻﾞｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ分光法 原子、イオン、微粉体 分析 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ原子発光 

ﾚｰｻﾞｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量

  （ＬＡ－ＩＣＰ－ＭＳ） 

ﾚｰｻﾞｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ誘導結合

  （ＬＡ－ＩＣＰ－ＡＥＳ）  

レーザラマン分光法 ラマン散乱 ＲＳ） 表面増強ラマン分光 （ＳＥ

（出典：先端の分析法、2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ） 

 

下に主な高感度レーザ分光法を記す。 

ンス性・単色性を利用した LIFは極めて高感度な分析法であ

り

起と微弱光の検出であるが、微弱光測定のバックブランド

２－６ レーザ誘起蛍光法におけるバックグランドの低減法 

   理 領域レベル 

以

① レーザ誘起蛍光法（LIF） 

レーザ光の高輝度・高コヒーレ

、広い分野で使用されている。 

蛍光法の高感度化は、高効率な光励

低減も重要なポイントである。バックグランド低減法については表２－６に示す。 

 

表

 制 限 手     法 原   

空間的制限 共 焦点近傍に検出体積を焦点顕微鏡 制限 1 fL 

  広域照明 

（全反射を含む） 

わせ固体表面の微小領域 0 2高分解能イメージングと組み合

に励起・検出領域を制限 

.1μm

  積を制限 1 fL 液滴化 試料の微小液滴化により励起体

  液体力学的絞込み 積を制限 液体力学的な試料流の微小化により励起体 1ｐL 

  μチャネル 

μキャピラリ 

容器の微細化により励起体積を制限 1 fL 
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   ナノプローブにより励起・検出領域を制限 1aL 近接場顕微鏡

  ２光子励起顕微鏡 限 ２光子励起により焦点近傍に励起体積を制 1 fL 

時間的制限 

数法 

り検出時 時間相関 

単一光子計

ラマン・レーリー散乱により寿命の長い蛍光によ

間を制限 

＞1ns 

                    （出典；ぶんせき, 2004 (9), p506） 

共焦点レーザ蛍光顕微鏡はレーザ光

を

光法は、非蛍光性の試料や蛍光量子収率の悪い試料への適用は困難であるため、

蛍

 熱レンズ分光法 

十μmのマイクロチャンネル中の化学種を測定する場合、検出体積がpL

～

吸収した光エネルギーを熱に変換して放出することによって、試料の温度が上昇し、屈折率が

               

 

図２－８ レーザ共焦点顕微鏡概念図 

（出典；ぶんせき，2004(9), p506） 

共焦点ピンホールで絞り込んで試料に

照射し、焦点面からの発光する蛍光のみ

を第２の共焦点ピンホールを検出器に導

くもので、焦点外からの蛍光は除去され

る（図２－８参照）。レーザ光源の波長は

400～500nm のレーザ光および 700～

900nm の波長可変近赤外レーザが使用

されている。“共焦点”と“長焦点深度” 

という相反する要求を満たす技術がポイ

ントである。 

レーザ誘起蛍

光性試薬で修飾して測定する。そのために、多くの蛍光プローブが開発されている。蛍光プ

ローブについては、センサーの項で述べる。 

 

②

μTASにおいて、数

fLとなり、1μMの濃度を測定する場合でも、その絶対量は 10-18～10-21 molとなる。更に

低濃度の 1nMを測定する場合には、10-21～10-24molの検出が必要となる。アボガドロ数を考え

ると、μチップの中では単一分子レベルが測定できる高感度検出器が必要となる。現在マイク

ロチップでの高感度検出器としてレーザ励起蛍光法(LIF)と共に熱レンズ顕微鏡(TLM)が多く

使用されている。物質は吸収した光エネルギーを光(蛍光、りん光)あるいは熱（無輻射遷移）

として放出する。放出された光を検出するのがLIF法であり、熱放出による変化を検出するの

がTLMである。LIFにおいては、高い蛍光量子収率という適用制限があるが、TLMにはその制

限は無い。TLMの測定原理については、既に多くの報文や解説書があるので簡単に説明すると、

 40



変化する。この屈折率の変化を測定すること

で高感度計測を可能にした。図２－９に熱レ

ンズ顕微鏡の概略図を示す。顕微鏡高感度の

例として、ポルフィリン鉛のベンゼン溶液 

9.2fL中の 0.1pMを測定した。これは、分子

0.4個に相当する。 

現在ではマイクロレンズとファイバーオプ

ティクス技術を用いてポータブル型の熱レン

ズ

界面やナノ空間といった制限された特殊

分子集合体の構造、挙

動

ける単分子膜形成等の分子の集団的挙動 

等

分光法は、その構造や動的過程に係わ

優れた測定法の一つであり、非弾性的に散乱した

光

ttering TR-QELS）；液体

よって発生した界面張力波（リプロン）からの光散乱現象を利用し

分光分析装置が開発されている。 

 

③ レーザ光散乱法 図２－９ 熱レンズ顕微鏡概念図 

（出展；ぶんせき，2004(9), p506） 

環境において、分子や

、機能発現の解析は今後、ナノテクノロジーや

具体的には、 

・溶液中の水素結合や配位結合等の相互作用で形成される分子集合体の特殊環境での挙動 

生命科学を支える基盤技術になると思われる。 

・水表面にお

・水と油の自由界面におけるミセルの形成と崩壊 

・細胞中の蛋白質や生体膜などの生体高分子の挙動 

々を解明することが重要な課題である。 

特殊環境における分子集合体の分析において、光散乱

る物理・化学的情報を取得することが可能な

、特に、格子振動や分子振動と光との相互作用に起因するブリルアン散乱とラマン散乱は測

定対象の内部構造や運動状態を知る上で重要な手掛かりを与える。 

その一例を以下に示す。 

時間分解準弾性レーザ散乱法（time resolved quasi-elastic laser sca

表面・界面に熱的ゆらぎに

て、液体表面・界面における分子集合体も挙動を解析する。装置は図２－１０に示すように、

X線回折と同じ原理で、ある特定の散乱角度にある周期構造に対応した散乱回折光が計測でき

る。水油界面における電位発振現象の機構解析、生体膜モデル上での酵素反応のモニタリング、

ミセルなどの界面挙動追跡などの報告がある。 
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図２－１0 TR-QELS装置概略図 

（出典；分析化学，54(6), p427,2005） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面増強ラマン散乱法（surface enhanced Raman scattering ; SERS）、表面増強共鳴ラマン

乱（surface enhanced resonance Raman scattering ; SERRS）； 金や銀などの金属ナノ粒

ル）と電荷移動モデル（電荷移動吸収に起因す

っきり観察されるというメリットが

散

子の表面に吸着したある種の分子のラマン散乱強度が、その分子が液体中に存在するときより

も著しく増強（103～106程度の増強）されることを利用した分析法である（図２－１１）。 

更に、表面増強ラマン散乱に共鳴ラマン効果が重なると、吸着分子の散乱断面積が通常ラマン

散乱断面積に比べて 1012～1015倍増大する。 

SERSの機構については、表面プラズモンモデル（吸着分子の分子振動と表面プラズモン励起

とのカップリングによって発現するというモデ

る共鳴ラマン効果によって発言するというモデル）が提案されている。この機構解明や SERS

の効果的活用を目指して、SPR と SERS が同時に測定できるシステムも開発されている。図

２－１２に SPRと SERSの同時測定システムを示す。 

SERSは①感度が極めて高い、②選択性が高い、③金属表面に吸着した分子の蛍光がクエンチ

され、これまで蛍光に隠れて見えなかったラマン散乱がは

ある。②の選択性とは、同じ分子で、溶液中に存在するものと金属表面に吸着したものとの選

択性と、吸着した分子の間でも、吸着部位によるラマンバンドが特に強く増強されるという 2

点を意味している。これらの特長を生かして、液相と固相の界面の現象を in situに観察でき、

金属表面での触媒作用や電極表面での化学反応機構などの研究に用いられている。SERS法は

界面やナノ空間における微視的環境分析や分子集合体の構造解析などに力を発揮できると期待

され、今後は、微量環境物質の高感度分析、酵素イムノアッセイ、生体物質の細胞外イメージ

ング、表面界面における反応素過程の観察などへの応用が考えられる。 
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  図２－１１ SERS装置              図２－１２ SPR, SERS同時測定装置 

     （出典；ぶんせき，2004(12), p699） （出典；ぶんせき，2004(9), p506）     

電子 ザ

を用いて 化さ

いものは液体中の化学

検出感度を示す。レーザ分光法は他の分析法と比べてと共に、in-situ・局所・経時といった

検 出 法 検 出 限 界 （M） 備 考 

増強ラマン散乱分光法（electron enhanced  Raman Scatterring ; EERS）；パルスレー

、液体中に電子を発生させ、電子と分子の相互作用により分子の誘起分極率を変

せ、ラマン強度を飛躍的に増加させる手法である。現時点では増強機構の解析が中心であるが、

3,000～3,600 cm-1付近のOH伸縮振動領域を観察し、水素結合ネットワークの微視的構造の解

析や全反射型装置を用いて、気液界面の解析なども試みられている。 

 

これらレーザ分光法の感度の比較を表２－７に示す。表中、特に注記な

種

付加的な情報や化学種構造・機能に関する情報を与える。ただし、現在 350nm より短い波長

領域で発振する小型・安価で操作性に優れるレーザが少なく、今後の課題の一つである。 

 

表２－７ 主なレーザ分光法および他手法の検出限界比較   

レーザ吸光   

 法 10  

 0-5～10-6  

グダウン法 体 

体化 

  直接吸収 -5～10-6  

   間接吸収法 1  

   キャビティリン 10-8～10-9  気

レーザ蛍光   

   直接蛍光法 10-10～10-13  要誘導
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   間接蛍光法 0-5～10-7  

 ） 

 

折）法 0-7～10-8  

振動法 

 

 機溶媒中 

 

  

1  

   ポストカラム法 10-16（単一分子  

レーザ光熱変換法   

   光音響法 10-7～10-8   

   熱レンズ（光熱屈 1  

   キャピラリー 10-7～10-8   

   顕微熱レンズ法 10-9～10-10  

レーザイオン化法   

   多光子イオン化法 10-10～10-11  有

レーザラマン法   

  SERS法 単一分子 銀粒子吸着系

他分析法   

  屈折率測定法 

検出法 -8  

  

10-4～10-6   

  電気化学 10-7～10  

  化学発光法 10-9～10-12   

  放射性同位元素法 10-10   

（出典：先端の分析法、2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ） 

 

３）走査プローブ顕微鏡（SPM） 

微小なセンサー（プローブ）を試料表面上で走査し、両者間に生じる相互作用を二次元的に 

査プローブ顕微鏡 （scanning probe microscope; SPM）

と

まで接近させ、両者間にバイアス電圧を印加するとトンネル効果により電子が

飛

マッピングする分析手法の総称を走

呼ぶ。相互作用に応じて、表面形状や物理・化学的性質などの情報が得られる。最近、ナノ

材料の開発に相応して様々なプローブが開発され、応用が拡大している。ＳＰＭは走査機構が

同じであるため、プローブを交換するだけで、異なる相互作用も計測できる点も大きな特長の

一つである。 

走査トンネル顕微鏡（scanning tunneling microscope, STM） は先端が尖った探針を試料 

表面上 nm付近

び写り nAレベルの微弱な電流が流れる。この微弱電流を一定に保つようにフィードバック

をかけながら探針を走査し、表面の形状を原子レベルで観察する。原子レベルでの観察に加え

て、様々な測定環境に対応できるという特長があり、目的に応じて、超高真空下や大気中、あ

るいは液体中、極低温（1Ｋ）や高温（500℃）でも動作する装置が開発されている。また、合
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成装置と結合することが可能で、薄膜の成長過程を in situに観察できる。 

ＳＴＭは原子レベルで表面の凹凸や電子状態に関する知見を得ることが可能な方法であるが、

化学的な選択性は無い。しかし、ＳＰＭの金属探針を有機分子などで化学的に修飾（分子探針）

し

係わり無く、探針先端の

原

個の電極（試料側の電極、対極、参照電極、プローブとし

 

 

   

 

分工業高等専門学校紀要第４２号, p13（平成１７年１１月）  

   

間

トンネル電流を検出し、SECMは試料表面や探針の電気化学反応に起因するファラデ

ー

て使用すると、分子探針と試料中の特定の化学種あるいは官能基と水素結合や配位結合ある

いは電荷移動などの相互作用を形成し、トンネル電流が変化する。このような分子探針を用い

れば、化学選択性を持たせることが可能となり、一塩基多型の検出などへの応用が期待される。

具体的な分子探針については、後段のナノプローブの章で述べる。 

原子間力顕微鏡（atomic force microscope ; AFM）はカンチレバーと呼ばれる弱い板バネの

端に探針を装着し、試料に接触または接近させると、試料の導電性に

子と試料表面の原子との間に原子間力が働く。この力をバネのたわみから検知する。空間分

解能という点では、これまでは AFM は STM に劣っていたが、最近は非接触モードでも原子

分解能が得られるようになった。 

 電気化学顕微鏡；走査型電気化学顕微鏡（scanning electrochemical microscope ; SECM）

は、試料が設置されているセルと４

てのチップ電極）と電極信号の検出・制御用のバイポテンショスタットから構成される。SECM

の概略を図２－１3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１3 電気化学顕微鏡 （出典；大

 

SECMの構成は走査トンネル顕微鏡（STM）と類似しているが、STMは試料とプローブ

に流れる

電流を検出する。プローブとしては、白金電極やマイクロピペットが用いられる。さらに、

後述するマルチプローブを使用することにより、電気化学顕微鏡・近接場光学顕微鏡・原子間

 45



力顕微鏡を複合し、同一場所で同時観測を可能にしている。 

STMやAFMに比べると、SECMは、解像度においては 100nm程度と劣っているが、 

① 試料局所領域の化学反応に関する定量的な情報を in situで与える 

形状や構造とは異なる 

反応など）の測定と分布状態の観察 

な 許庁技術動向調査） 

 

、走査 SQUID顕

鏡などがあり、様々なタイプの微小磁気プローブが開発されているが、省略する。 

シンクロトロン（SOR）顕微分光；蛋白質の三次元立体構造を知ることは、その機能解析、

疾病の原因や創薬、治療を行う上で極めて重要である。 

三

、構造解析技術が

ており、構造解析時に効力を発する。

降は、年間 3000～5000件登録されてお

② 局所領域に化学反応を誘起することができる 

という特長があり、試料表面の化学的性質の評価や画像化することで、

情報入手が期待される。SECMの応用分野として 

・生体膜や基板上における蛋白酵素の活性分布の可視化 

・生体細胞の局所的な生化学反応（呼吸や光合成

・界面におけるイオンや電子移動反応などの可視化 

・液／液海面における電荷移動や物質移動の観察 

・DNAマイクロアレイの観察 

どがあり、今後の発展が期待される。 （出典；特

  SPMには、磁気的な性質を利用した走査ホール素子顕微鏡、磁気力顕微鏡

微

 

４）顕微分光法 

蛋白質が関与する

次元構造解析はＸ線回折パターンより結晶内の電子密度分布を得て、物質の構造モデルを得

る方法で長い歴史があるが、近年、シンクロトロン放射光を利用することで

飛躍的に発展した。例えば、測定に必要な蛋白質の結晶は、従来 0.3×0.3×0.3mm 程度の大

きさが必要であったが、平行性のよい SOR光を使用することで数十μmの結晶でも回折測定

が可能である。更に、検出器としても、従来の写真感板ではなく、イメージセンサーや CCD

検出が多用されている。これにより、数時間必要であった測定が数分で終了する。従来は困難

であった膜蛋白質（脂質に埋め込まれた蛋白質）複合体の構造解析や超分子蛋白質複合体であ

るウィルスとリボソームの構造解析が可能となった。 

蛋白質の結晶解析で得られた立体構造は Protein  

Data Bank (PDB)とよばれるデータベースに登録され

PDBへの登録件数は急激に増加しており、2000年以

り、累積で、約３万件の登録がある。 
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５）近接場分光法 

「はかなく消えていく波」という意味のエバ

λの 0.1～1 の距離しか伝

播

や分布などに適用され、近接場赤外顕微鏡（図

 

 

ネッセント波は波長

しないため、この波を利用することで、光の

回折限界以下の分解能で計測が可能である。分

析・計測に用いられるエバネッセント波の発生

法には、①先鋭化した光ファイバーに金属コー

トして光の波長より小さい開口部を作成し、こ

こに光を通して発生させる方法と、②高屈折率

プリズムを使い光の全反射を利用したものがあ

る。前者は主に近接場光学顕微鏡用に、後者は

全反射蛍光法や全反射吸収法などに使用されて

いる。エバネッセント波を利用した分析手法を図

単一分子の検出や単分子膜のドメイン境界の構造

２－１6）は PSと PMMAとの混合膜の赤外吸収、SiCの格子振動、シリコン上の PSの赤外

吸収、水溶液中での単一生体細胞からの蛋白質および脂質の赤外イメージングなの報告がある。

更に、共焦点顕微鏡と自立型 AFMによる近接場ラマン分光装置（図２－１７）も開発され、

単一分子と空間分解能を持った究極の振動分光法の実現も夢では無くなっており、近接場分光

法は従来の far-field分光では得られなかった界面や局所的な分析に有効な手段として期待され

る。 

２－１4に示す。蛍光測定（図２－１5）では、

（出典；先端の分析法，2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ）

図 2-14 エバネッセント波を利用した分析法

（出典；先端の分析法、2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ 

（出典；先端の分析法，2004 ㈱ｴﾇﾃｨｴｽ） 
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図 2-16 近接場赤外顕微鏡 
 図 2-15 全反射蛍光分析（一分子計測） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

二高調波発生

 ; SFG）な

の偏向や波長

だけを観測で

界面化学腫の 

って非常に高

下に測定例を示す。 

HG 分光法；シリコン単結晶表面の対称性評価、相転移過程の観測、表面酸化過程やエッチ

ング過程の観察 

の測定では、2,800cm-1 から 3,800cm-1 の赤外レーザを用いており、この

 

法 2004㈱エヌティエスより抜粋） 

７）テラヘルツ時間領域分光法（terahertz time domain spectroscopy ; THz－TDS） 

 

 
図 2-17  共焦点顕微鏡と自立型AFMによる近接場ラマン分光装置 

（出典；先端の分析法，2004 ㈱ｴﾇﾃｷｴｽ） 

６）非線形分光法 

界面に形成される非常に薄い原子・分子層を直接的に評価する手段として、第

（second harmonic generation ; SHG) や和周波発生（sum frequency generation

どの二次の非線形光学現象を利用したレーザ分光法が注目されている。レーザ光

をうまく組み合わせることによりバルクのシグナルを禁制にして界面のシグナル

きるという特長がある。さらにこの分光法はコヒーレントな分光法であるために

配向状態を鋭敏に捉えることが可能であり、極端パルスレーザを用いることによ

い時間分解能を達成できるなど優れた特性を持っている。 

以

S

SFG 分光法；通常

波長領域で測定可能なメチル基、メチレン基を有する表面化学種が対称となる。

石英表面に吸着したメタノールおよびペンタデカン酸のSFGスペクトルがはじ

めて測定され、以後、オクタデシルトリクロロシランの化学吸着単分子膜、LB

膜、アルカンチオールの自己組織化単分子膜など様々な単分子膜に応用されて

いる。最近の研究対象は固体表面上に形成された単分子膜から高分子固体表面

へと移行している。 

（以上、先端の分析
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1990 年代初頭に 100 フェムト秒以下の光パルスを発振するレーザが市販され、それまでは

域の研究が精力 た。その中で、テラヘルツ時間領域分光法(THz－ TDS)とい

THz－TDSは

波形を時間分解

るという新しい

これまでの分

のは光の強度

THz－TDS 電 計測

する点が異なっている。分光測定法には

。各種サ

 

て測定 

に応じ、電磁波の透過性の高いポリエチレン粉末をバインダー

として錠剤化） 

 

れる分子の振動エネルギー領域より低い振動モード

ドとは弱い結合（水素結合やファンデルワールス力）

報として今後の展開が期待される。現在、

で公表されている THz－TDSの応用の可能性を表２－９に示す。 

未開拓電磁波領域と呼ばれていた 0.1～10テラヘルツ（1012 Hz）、波数にして 3.3～333 cm-1領

的に展開されてき

う新しい分光法が開発された。 

、THzパルスをサンプルに入射させ、サンプルを透過した後の THzパルス波の

計測し、その波形をフーリエ変換することにより周波数ごとの振幅と位相を得

分光法である（図２－１８参照）。 

光装置において計測される

に関する情報であったが、

磁波の波形そのものを

、

透過測定法と反射測定 

法があり、電磁波の吸収の弱いサンプル

は前者で、強いサンプルは後者で測定する。

また、減衰全反射（ATR）測定も可能にな

り、測定範囲の拡大が期待される

ンプルの代表的な測定法を表２－５に示す。 

 

     表２－8 試料形態と測定方法    

図 2-18 THz-TDSによる

   サンプル      測 定 法 

     気体        気体セル 

     固体        平板上に成形し

     粉体        錠剤成形（必要

    液体        液体セル 

 

THz－TDSでは、従来の赤外分光で検出さ

が検出できる。エネルギーの低い振動モー

をした大きな分子間の振動モ－ドであり、新たな情

報文や研究会など

分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置 

（出典；光学，34(9), p475, 2005） 
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   表２－9  THz－TDSの適用分野と取得が期待される情報 

が期待される情報 

セプター）、局在振動モード、格子振動 

    ＬＳＩ        

（キャリヤー密度、キャリヤー散乱） 

   セラミックス     誘電率、格子振動、ソフトフォノンモード、内部欠陥検査 

   医療・医薬品     結晶多形、構造解析、内視鏡、包装薬の誤成分チェック、 

              病理サンプルのオンサイト診断、皮膚がんの早期発見、美肌診断 

生体高分子の機能解析、 

     

診断、郵便物診断, 武器検査、地雷探査、 

ぶんせき 2005(6) p290 ） 

が進めら

  Co2+  Ni2+  Cu2+  Ag+  Hg2+  Pb2+  

オン 硝酸イオン 

チオシアン酸イオン 有機イ 。 

り、Caイオ

ンチャンネルは、細胞膜表面 的認識によって、ゲートが開いて多量のイオンが移

     対象材料・分野      取得

    半導体（シリコン）  不純物（ドナー、アク

               プラズマ振動（キャリヤー密度、キャリヤー散乱）、 

配線の故障解析 

    有機半導体      プラズマ振動

 

    超伝導体       電気伝導、超伝導ギャップ、局所超伝導現象 

    液体、溶液、水分   分子の運動性、吸着 

    ポリマー       誘電率、配向特性、結晶化速度、分子鎖相互作用 

    ナノコンポジット   マトリックス／ナノ粒子相互作用 

 

 

               医薬上代の多層コートの品質管理 

    バイオ        構造解析、分子間相互作用、

塩基相補対形成、酵素／ＤＮＡ認識                        

    建築         壁内部の亀裂・腐食検査 

    セキュリティ     麻薬診断、爆発物

有毒ガス検査 

    食品・農業      食品成分分析、鮮度検査、異物検査、水分含有量、 

                  （出展：光学 34巻９号（2005）p450,465 、

 

2-3-2 センシングデバイス 

１） イオンセンサー、電気化学センサー 

ニュートラルキャリヤー型イオンセンサー 

ニュートラルキャリヤーを用いるイオン選択性電極は 1966 年以来、継続して研究

れている。2000年以降に開発された電極はH+  Ca2+  Mg2+

Cd2+   La 3+    Sm 3+   Ce 3+    硫酸イオン 炭酸イオン ハロゲン化物イ

オンセンサーがあり、いずれも検出下限が 10-6M程度である

イオンチャンネルセンサー 

細胞の内外で、例えば、Caイオンは膜を隔てて３～５桁の濃度差で存在してお

の基質の選択
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動し、情報の変換と増幅とを同時に、しかも化学的に行う。 

この生体中でのイオンチャンネルの概念を導入したボルタンメトリーに基づくイオンチャン

ネルセンサーが開発され, DNA、グルタミン酸、リン酸イオン、高親水性物質などのイオンチ

る。以下にグアノシンヌクレオチドのセンサーを例に動作原理を

対を形成するレセプターの単分子膜をグラッシー

カ

ーカの通過量が減少（酸化還元電流の減少）する。 

が酸性溶液中で酸素酸イオンや

金

吸着させて作成した電極がNOの電気化学センサーとして有用であることが判明した。

感

としてウェ

ラ

過能を持つ機能高分子の表面に半導体加工技術で白金電極と銀電極を形成

し

。 

ャンネルセンサーの報告があ

示す。 

グアノシンの核酸塩基部位と相補的な塩基

ーボン電極上に形成する。溶液中に予め電気化学活性のマーカ（フェロチアン酸イオン等）

を入れておくと、基質（測定対象物質；グアノシンヌクレオチド）が存在しない場合にはマー

カが単分子膜の間隔を通過して電極表面に達し、酸化還元電流が流れるが、基質が存在すると、

化学選択的に単分子膜表面で電荷を帯びたヌクレオチド・レセプタ錯体が生成し、電荷・電荷

反発によって電気化学活性マ

イオンチャンネルセンサーにおいては、測定対象イオンが電気化学活性である必要はない。 

電気化学センサー 

ポリオキソメタレート（POM）は高原子価の遷移金属イオン

属イオンと酸素原子を共有して縮合生成した金属酸化物クラスターであり、多電子可逆酸化

還元を受ける特徴を有し、電極表面に修飾することができる。 

ITO電極にポリスチレンスルフォン酸を吸着させた後、Co-POMとポリアクリルアミン塩酸塩

を交互に

度は 10-5～10-9Mと非常に高感度であり、共存するNO2-やNO3-の妨害を受けない。このよう

に、金属含有三元錯体を導電性ポリマーに取り込むことにより新たな電気化学センサーやバイ

オセンサーへの展開が可能となった。 

ウェアラブル化学センサー 

柔らかい薄膜の機能性高分子膜を基板として半導体加工技術を施すことにより、柔軟性に富

み、生体への応用が可能な各種のウェアラブル化学センサーが開発されている。例

ブル酸素センサーの製法と応用例を示す。 

製法；酸素ガスの透

、銀電極を塩酸で処理して銀／塩化銀電極とした。次いで、メンブレンフィルターと金属溶

着膜でKCｌ電解液を包含させて熱溶着で接合して感応部とした。 

応用例；本センサーを用いて、0～8mg/Lの溶存酸素を測定した

酸素センサーの他に、親水性で多孔質のポリテトラフルオロエチレンの両面に電極を形成した

ウェラブル導電率センサーを開発し、ドライアイ患者の涙液の測定をし、有効性が確信されて

いる。更に、涙から新たな生体情報を得る可能性があり、涙液グルコースセンサーなども開発
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されている。 

 

２）ガスセンサー 

Q

応膜を形成し、ターゲット分子が吸着した質量

、電極の面積、

振周波数のものが利用さ

げると、環境中のダイオキシン簡易測定がある。抗ダイオキシン抗体と安定剤

電極表面に固定化し、0.1～100 ng/mlの範囲で測定している。この感度は土壌の環境基準を

は充分な感度といえる。 

サーは高感度な生体高分子間の相互作用解析や分子認識法として注目を浴び

て

重周回後に測定を行うと高感度測定が可能とな

る

CMセンサー 

QCM（Quartz Crystal Microbalance）センサーは、水晶板に電極を蒸着法あるいはスパッ

タ法で取り付けた水晶振動子の表面に多様な感

に比例して発振周波数が減少することを利用したセンサーである。測定化学種に選択性のある

感応膜を選ぶことにより特性が異なる様々なセンサーを容易に作成することができ、ガスセン

サーとして数多く利用されてきた。センサーの感度は水晶振動子の基本周波数

水晶の弾性率および密度に依存する。通常は、ATカット 9MHｚの発

れており、その感度は 1ng/Hzである。感度アップのために発振周波数を、27、50、77、100 M 

Hｚに上げた例もある。50MHｚを使用すると、感度は 9MHｚ使用時の約３０倍向上する。 

ＱＣＭセンサーは溶液中での計測が可能となり、環境モニタリング法としての利用が増加して

いる。一例を上

を

モニタリングするに

更に、QCMセン

いる。水晶発振子の発振周波数 27MHzを用いると、0.6ng/cm2レベルの検出が可能である。

例えば、発振子の金基板上に糖脂質の単分子膜を固定化しておくと、レクチンとの結合過程が

観測できるし、DNA一本鎖を固定化すればハイブリダイゼーションが、二本鎖DNAを固定化

すれば転写因子などの塩基配列での特異的な結合が、レセプターやペプチドを固定化すれば蛋

白質相互作用が定量的に測定できる。 

 

ボールＳＡＷ（ Surface Acoustic Wave ）センサー 

球面上を伝播する表面波は、自然に細い平行ビームを形成して多重周回することがあり、こ

れを利用して高感度なガスセンサーが開発された。従来のＳＡＷガスセンサーでは、発振回路

にガスを吸着する感応膜を形成し、ガス吸着による発振周波数の変化を測定するものであるが、

ボールＳＡＷセンサーでは、球面赤道部の多重周回路上に感応膜をできるだけ薄く（周波数

150MHzの場合、膜厚 50nm以下）形成し、多

。ボールＳＡＷを水素センサーとして応用した例が報告されている。 
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図２－２０ ボールＳＡＷデバイスの構造 

（出典；化学と工業、59(1),  p8, 2006） 

図２－1９ ＳＡＷガスセンサーの構造 

 （出典；化学と工業、59(1),  p8, 2006） 

 

匂いセンサー 

生体内では、嗅細胞に分子が吸着し細胞

ーンをパターン認識する。 

には、多変量解析法、バックプロパゲーション法、LVQ（Learning Vector 

Q unction）法等のニューラルネットワークが用いら

処理については省略するが、複数回の測定データ

て匂いセンサーが出来上がる。匂いセンサーは最

stem）」の開発を目指している。 

断・健康モニタリング、自然生産物の同定、食品・

粧品の品質管理、地雷探索など広範囲な応用が期

が興奮し、分子の持つ化学的情報が電気信

号に変換され、大脳の嗅覚領に達し、「匂い」

の感覚が起こると言われている。近年、匂

いセンサーである嗅覚受容体の遺伝子群が

見つかり匂い認識の分子基盤が明らかにな

ってくると共に、動物間の理想的な情報伝

達手段であるフェロモン受容体の構造と機

能が明らかになってきた。ヒトの嗅覚受容体は約３５０種類、匂い分子の数は数十万種といわ

れており、ヒトの五感の中で嗅覚のみが「人工的なものさし」がなかった。 

匂いセンサーの仕組みは、図２－２１に示すように、特性の異なる複数のセンサーの出力パ

図 2-21 匂いセンサーの仕組み 

（出典；化学と工業 59(1), p9, 2006 ）

タ

パターン認識

uantazation）法、RBF（Radial Basis F

れる。ニューラルネットワークの手順および

を用いて繰り返しネットワークの学習をさせ

終的には「人工電子鼻（Electronic nose sy

人工電子鼻は、環境モニタリング、医療診

飲料品の鮮度監視、品質管理や産地識別、化
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待される。 

匂いセンサーに使われるセンサーを表２－10に示す。 

 

表２－10 匂いセンサーに使われるセンサーの種類と出力 

セ  ン  サ ー 計       測 

水晶振動子ガ サー 
水晶振動子上に感応膜を塗布し、ガス吸着後の質量負荷効果に 

よる共鳴周波数変化を計測 
スセン

SAWガスセンサー 
高周波フィルター素子上に感応膜を塗布し、ガス吸着後の質量 

負荷効果による発振周波数変化を計測 

カンチレバー型方ガスセンサー 周波数変化 

FPW型ガスセンサー 周波数変化 

半導体ガスセンサー 半導体表面へのガス吸着による電気抵抗値の変化 

導電性高分子ポリマー 導電性ポリマーへのガス吸着による電気抵抗値の変化 

Carbon black polymer composite 
分散させて、ガス吸着による電気 

抵抗の変化を計測 

ポリマーにカーボンブラックを

MOF FETガスセンサー 閾値電圧変化 

質量分析 マススペクトラム 計 

イオンマススペクトル イオンマススペクトラム 

ガスクロマトグラフ 各検出器に依存 

光ファイバー（蛍光） 色素へのガス吸着による発光特性の変化を計測 

光センサ （ＳＰＲセンサー） を計測 金属表面の感応部へガス吸着による屈折率変化

電気化学センサー 電流変化 

SA  Wave, FPR ; Fle ave 

            06） 

生体 ンサー（

生体材料は 能が は極め

て少ない。しかしながら、生体材料 ながら気相計測を行うことが可能なガスセ

ンサ ー）が開発 臭計測に応用されている。報告されているバイ

オス は①酸素電極の感応 ル酸化酵素の固定化膜を装着したアルコール

ガス 代謝酵素をセ 認識できない化学物質を計測

する 的には魚臭成分 チルアミンを酸化型に変換するフラビン含有

W ; Surface Acoustic xural Plate W

                           （出展；化学と工業、59(1), p8, 20

材料を使ったガスセ バイオスニファー） 

、気相では認識機 徐々に失われることから、気相計測に利用された例

の機能を維持し

ー（バイオスニファ され、生体

ニファーに 部にアルコー

センサー、②薬物 ンサーに組み込み、嗅覚にて

センサー、具体 であるトリメ
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モノ 用したバイオ とアルコール酸化

酵素 バー型

以上 ンサーを用いて 臭とバナナ臭の識別、口臭原因物質（硫化水素臭、

メ 識別、４種類のスペアミント臭の識別な

ど

応答パターンの複合であり、特性の異

な

らの機能材料とそ

体高分子を分子量のサイズで識別することより始まる。例えば、

D

ャ

バーをナノポア薄膜で仕切り、電力間に電圧を印加してナノポアを流れる電流をモニターす

化として観測できる。 

カ

試料との相互作用に基づくレバーのたわみを偏光方

で計測する。このような感知レバーを 1,000個集積化したデバイスも開発されている。 

ナ

。更に、

極ギャップには第１のDNAを固定化し金ナノ粒子上には第２のDNAを固定化し

オキシナーズを利 スニファー、③酸素感応型光ファイバー

とを組み合わせた光ファ アルコールガスセンサーなどがある。 

のような匂いセ 、りんご

チルメルカプタン臭、ジメチルサルファイド臭）の

に関する報告があった。 

一方、人の五感で感じる匂いは多数の嗅覚細胞による

る複数センサーの出力パターンをニューラルネットワークに入力して処理する匂いセンサー

システムも報告されている。動物のフェロモンの研究から特性の異なるセンサーを組み合わせ

た大規模なアレイを実現すると多種多様な匂いセンサーシステムができる可能性がある。 

 

３）ナノデバイスおよびナノプローブ 

ナノテクノロジーを応用したナノバイオデバイスの研究領域が急速に展開され、化学、生化

学、創薬、医療などの分野で、従来技術では不可能であった生体関連物質を簡易・高感度・高

選択性で計測するために新たな機能材料が開発されている。本章では、これ

れらを用いたセンサーについて述べる。 

 

DNA や蛋白質解析は、生

NA分子の慣性半径は、100塩基対で 12nm, 1,000塩基対で 70nm, 10,000塩基対で 240nm

程度である。これらの生体高分子情報を基に開発されたナノデバイスを以下に示す。 

ナノポア 

薄膜を貫通した nmサイズの孔が製作された。これを利用して、電解質が入った２個のチ

ン

ると、生体分子のナノポア通過を電流変

ンチレバー 

表面に金属薄膜を形成したシリコンや窒化シリコンをベースに MEMS（NEMS）の技術を

用いて作成された先端がマイクロメータからナノメータレベルの微小カンチレバーに生体関連

物質を固定化し、固定化された生体分子と

式

ノ粒子とマイクロギャップ電極 

金ナノ粒子上に DNAプローブを固定化し、ターゲットとなる DNAと二本鎖形成を行わせ

て金ナノ粒子を凝集させ、色調の変化からDNAハイブリダイゼーションの検出を行う

20μmの電
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た

ラー）を形成し、DNA 解析

が行われている。ナノピラーの基板には、シリコン、窒化シリコン、石英、ポ

リ

できる。さらに、量子

て、がん細胞を認識する抗体と量子ドットのコンジュゲートを作成してがん細胞

を

学／生化学分析においては、扱う流体の液量はμL～ｎL であり、流路を制御す

る

導入部に設置するフィルターを想定して３次元網目構造のフィルター

が

10μm（メッシュの

）でアスペクト比 20以上である。細胞の分離などへの応用が期待される。 

系を用いて、500ｆMのターゲットDNAの検出に成功している。 

ナノピラー 

基板上にマイクロ～ナノメーターサイズの柱状構造体（ナノピ

に応用する研究

ジメチルシロキサンなどが用いられる。ナノピラーは、分子マトリックスやビーズなど電気

泳動や HPLC などで使用されている分離媒体の代替として期待される。応用例として、直径

200nm,高さ 5000nm,間隔 400nmのナノピラーを用いて電気泳動を行い、165.6kbの T4DNA

と 48.5kbのλDNAを分離した。 

量子ドット 

直径 2～5nm程度の無機半導体材料で形成された微粒子で、紫外線を照射するとその直径に

応じて紫から赤までの可視領域の蛍光を発する。量子ドットは微粒子であるために細胞内に取

り込まれるので応用範囲が広い。例えば、遺伝子治療のための遺伝子を量子ドットで蛍光ラベ

ル化してがん細胞に導入すると、導入状況を蛍光顕微鏡でイメージング

ドットを用い

高精度に識別する技術、量子ドットの光特性を利用してがん細胞を特異的に細胞死させる技

術,量子ドットのバンド構造を制御した近赤外蛍光領域での観察技術などが進んでいる。 

DNAナノピンセット 

プローブ先端が約 10nmのピンセットで、マイクロアクチュエーターで開閉させることがで

きる。このピンセットで１分子のDNAを自在にハンドリングできる。 

マイクロバルブ 

マイクロ化

バルブも無効体積が無くクリークフリーが要求される。PDMSを用いて成形したニューマチ

ック型マイクロバルブが実現している。 

マイクロミキサー 

液体の混合が分子の拡散でしか起こりにくいマイクロ流路において、高効率のマイクロミキ

サーが開発された。それは液体間の表面積を増やすために、幅が狭くて深い高アスペクト比断

面を持つ流路を使用することで高効率ミキシングを実現している。 

マイクロメッシュフィルター 

生化学分析システムの

開発された。このフィルターは金属パターンを形成したガラス基盤に厚膜フォトレジストを

塗布し、裏面より角度を変えて露光することにより製作され、網目の太さ

穴部分は 10μm以下

 56



 

その可視化などを目的とした各種のプローブが開発

これらの一例を示す。 

蛍

ローブである。fura-2

ップ型で分子設計・合成・評価・商品化されている。 

そ

動（FRET）に基づく蛍光プローブにつ

ターゲット分子と結合する

前

35nmの蛍光が観察される。このように、ドナー化

（YFP）が近い位置（～10 nm）にあると、分子内エネル

ギ セプターから蛍光が放射される現象(FRET 現象)

示す。 

     用途 

光変色  細胞内、組織内のイオンの動態      

     Ca2+ ，Mg2+ ，Zn2+，Al3+

時）   Ca2+・ Mg2+   

  共焦点レーザ走査顕微鏡や走査プローブ顕微鏡においては解像度の向上や新たな化学的情報

の取得、あるいは生体高分子の濃度分布や

されている。以下に

光プローブ 

生細胞内や組織内のカルシウムイオン濃度を可視化して解析するプローブ “fura-2”は神経

細胞、海馬、心筋などでのカルシウム動態を解析するためには優れたプ

に続く蛍光プローブがボトムア

れらには、細胞や組織内に存在する金属イオン、pH、各種酵素活性、活性酸素、一酸化窒素、

などの濃度を可視化する小分子蛍光プローブと細胞内の化学結合の切断などを観察するプロー

ブや蛋白質のりん酸化を可視化するプローブの開発も取り進められている。 

図２－２２を用いて蛍光共鳴エレルギー

図 2-22 

 PIP3を可視化検出するFRET型蛍光ﾌﾟﾛｰ

移

いて簡単に述べる。蛍光プローブの中に２

個の異なる蛍光蛋白質YFPとCFPがター

ゲット分子と結合する部位 PHD を介して

存在しており、

では、YFPと CFPは比較的離れた位置

にいる。したがって、蛍光蛋白質 CFP を

440nmで励起すると、CFPから 480nmの

ﾌﾞ

（出典；実験医学，22（15），p2141, 2004） 

蛍光が発する。PHD がターゲット分子と結合すると、プローブ分子のコンフォーメーション

が変化し、CFP と YFP との距離が接近するため、CFP を励起するとエネルギー移動により

CFPからの蛍光を観察されず、YFPから 5

合物（CFP）とアクセプター化合物

ー移動が起こり、ドナーを励起してもアク

を利用したプローブである。 

現在、開発されている蛍光プローブを表２－１１に

   表２－１１ 蛍光プローブ 

  対象物    原理など          

  金属イオン  金属イオンとの結合により、蛍

                       

マルチイオン観察（同場所・同
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二光子吸収断面積 （高感度化）    Mg2+ 

  pH      pHに応答して蛍光変色         細胞、組織の pHイメージング 

  活性酸素系  活性酸素、次亜塩素酸、過酸化物に       

         応答して蛍光発光      

  一酸化窒素                     血管弛緩因子であるＮＯ  

  PO43-        FRET型蛍光                          ﾎｽﾌｧｼﾞﾙｲﾉｼﾄｰﾙ 3,4,5-三りん酸 （PIP3） 

 ノアッセイ 

吸収を持つ蛍光色素    in vivoで広範囲蛍光観察（例、マウス一匹） 

の解析             

質にGFP(Green 

Fluorescent Pro でき、発現部位のコントロ

ールも可能であり ている。蛍光蛋白質はマルチカラ

響を与える場合や発現の有無に依

ーブの持つ分子量が小さいというメリット、

待つ必要がない

発生させないイオン化技術が望まれる。これらの機能を付加して質量分析の精度や選択性を向

上

  MALDI法の感度と再現性向上 

ﾌﾟﾚｰﾄ      で配置                                     

 抗原・抗体  ３色プローブ（化学発光）       マルチイム

  蛍光色素   近赤外領域に

  核酸の相補性 核酸塩基のATGCと選択的に結合    一塩基多型
    

蛍光プローブと類似した目的で蛍光蛋白質が使用される。代表的な蛍光蛋白

tein)がある。蛍光蛋白質は遺伝子操作で簡単に導入

、色調も青から赤まで種類も多く開発され

ーイメージングや蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）を利用するイメージング用として盛んに研

究されている。しかし、蛍光蛋白質は分子量サイズが系に影

存することなどのデメッリもある。小分子蛍光プロ

化学修飾が可能であることから様々なタイプのものが入手できること、発現を

ことなどを考慮し、目的に即して使い分けられている。 

 

質量分析用プローブ 

質量分析では、ターゲットを効率よくイオン化することと、ターゲット以外の分子イオンを

させるためのプローブが開発されている。それらを表２－１２に示す。 

 表２－１２ MS用プローブ 

   対象質          原   理           用    途 

   イオン定量用  各金属イオンを＋１価にして飛ばす       アミノ酸、DNAの各塩基用 

           プローブ  

   H+ 付加    H+を付加し、MH+イオンを形成       低分子用、核酸用、プロテイン 

           核酸塩基のA.T.C.Gを選択的にイオン化    （アレルゲン）用 

   ﾅﾉﾄﾞｯﾄﾀｰｹﾞｯﾄ  30nmの白金ドットを 60～120nm間隔   
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表

RSを観察するプローブが開発された。このプローブはコアサイズ

、その表面に島状

ラマン

く作成できるので、SERSの応用範囲拡大と共に、再現性向

ポ

リマー 性が得られる。 

体的には、4-mercaptopyyrideneの自己組織化単分子膜で修飾した分子探針では試料の水酸

核酸塩基誘導体で修飾した分子探針を用いる

と

的な多点水素結合を通じてト

をベースとし金蒸着膜の上にポリアクリル酸でコーティング

選択的に絶縁してある。特に先端開口部はフォーカスドイオンビームエッチ

ン

きるように、

が得られる。ECRスパッタカーボン膜はナノレ

、高い酸化電位の生体分子の検出が可能で、核酸のATGCやヌクレオチ

ド

や糖に対して電極触媒

活

面増強ラマン散乱（SERS）用ナノプローブ 

SERSは近年注目されている単一分子計測法であり、応用範囲拡大のための多くの機能性プ

ローブ（化学探針）の開発が望まれており、その一端を示す。 

試料表面の任意の位置で SE

600μm の光ファイバーの先端をレーザ溶融法により 100nm まで先鋭化し

に銀膜を蒸着したのもで、試料に接触させると SERS効果が誘起され、著しく増強した

散乱が検出された。比較的精度よ

上にも寄与すると考えられる。 

SPMプローブ 

分子探針は、プローブの下地金属に自己組織化単分子膜を修飾して作成されるが、導電性

やカーボンナノチューブを探針として用いても化学的選択

具

基のみの顕微鏡画像が得られた。また、４種類の

、修飾した塩基と相補塩基対（例えば、cytosine と guanine,  adenine と uracil ）のみが

選択的に明るく観察できる。これは、相補的な塩基対の間で特異

ンネル電流が促進されたためと考えられる。 

SPMマルチプローブ 

一本で、電気化学・近接場光学・原子間力観察が可能なプローブが開発され、１スキャンで

３モードの物理的、化学的情報の取得が可能となった（図２－２３）。 

このプローブは、光ファイバー

し電極先端部まで

グにより 100nm 以下で制御されており、高水平分解能で蛍光・偏光が測定可能となってい

る。電気化学顕微鏡用のプローブは細胞関連の生体分子をより多くイメージングで

高い選択性の付加や電位範囲の拡大、触媒作用の実現が可能な材料開発が必要・不可欠であり、

平坦な薄膜電極が採用されている。薄膜には、ITO スパッタ膜、ECR スパッタカーボン膜、

RFスパッタ膜が採用された。 

ITOスパッタ膜は電気化学顕微鏡用としても使用可能であり、神経伝達物質であるドーパミ

ンのアスコルビン酸や尿酸に対する高い選択性

ベルでの平坦性に優れ

の酸化電位を決定できるため、今まで困難であった酸化電位の高い生体分子のイメージング

が期待される。一方、カーボンと金属を共スパッタすると、過酸化水素

性が高い安定な金属ナノ粒子が分散したカーボン膜が得られ、新たなカーボンナノ電極とし
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ての応用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

）バイオ

バイオセンサーについては、古くから研究されており、本章では、マイクロあるいはナノテ

ノロジーを用いた新しいバイオセンサーについて述べる。 

イクロチップ 

蛋白質や生体関連試料を任意の位置に複数個固定化できるようになり、バイオチップ、ＤＮ

チップ、プロテインチップ、糖鎖チップ、細胞チップ、アレルゲンチップなど機能あるいは

途によって様々な名称でチップが研究され報告されている。その一部を表２－1３に示す。 

   

 表 2-13 マイクロチップの種類と機能と用途 

名    称 測 定 項 目 測 定 原 理 用 途・特 長 

 

 

 

 

 

 

 

４ センサー 

ク

マ

Ａ

用

 

 

メディカルチップ Na+， K+， 血糖，乳糖

pH 

アレルゲン 

イオン選択性電極 

酵素センサー 

多数の蛋白質を固定化

ベッドサイドでの簡易検査 

超小型血液診断チップ 赤血球、白血球、 

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 

吸光光度検出 在宅検査 

遺伝子診断ﾁｯﾌﾟ 遺伝子 １０チャネル電気泳動 感染症診断、がん診断、 

レーザ蛍光検出 高血圧診断、ゲノム多型解析 

図２－２３ 電気化学・近接場光学・原子間力観察用 SPM ﾏﾙﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

   (出典；Nano-Micro Bioanalysis Dec.5,2005 p5, 科学技術新興機構 ) 
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プロテインチップ 蛋白質 IEF/SDS-PAGE 蛋白質の網羅的解析 

プロテインシステムチップ 蛋白質相互作用 二次元電気泳動 

SELDI-TOF-MS 

ELIS

蛋白質発現 

各種がん診断 

疾患マー カー 

断 

アルコール依存症、 

評価 

自己組織化ﾌﾟﾛﾃｲﾝｱﾚｲ 

A カー、腫瘍マー

妊娠診断、インフルエンザ診

薬剤安定性

ヘルスケアチップ   

 

GOT, γ-GTP 

電気化学検出、 在宅診断、無痛針、 Na+， K+，

尿素窒素  

吸光光度検出 

pH ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰﾁｯﾌﾟ ｐH ｐH ｾﾝｻｰｱﾚｲ 

（LAPセンサー） 

pHの二次元ﾏｯﾌﾟ 

DNA ﾁｯﾌﾟ DNA 

 

酸化還元電極 

ｱﾝﾍﾟﾛﾒﾄﾘ 

蛍光検出

一塩基多型 

電気泳動ﾁｯﾌﾟ 蛋白質、糖鎖 MS、蛍光検出 質の分離・分析 蛋白

マイクロ TAS 各種 TLS、TLS－MS 

蛍光法、吸光光度法、 

 

 

安定化

試験、各種前処理 

電気化学検出 

環境分析、ガン診断、

カテコールアミン、

アスコルビン酸、薬剤

 

S sur hanced lase  and i -flight mass 

spectroscope）は MALDI法の改良型でのひ の表面に様々な化学的、生物的修

飾 直接添加され 試料の中から目 蛋白質群を 離・捕捉した後、

レーザで脱離・イオン化してTOF-MSで測定 で血清資料などの分析に効果的である。 

 

表 ン共鳴（S ー 

ゲットとな 患の仕組みを分 明するた 間の相互

作用を正確に把握しておくことが極めて重要 利 礎研究から

創薬のスクリーニングまでの広い範囲で用い  

図２－２４ に SPR の検出系の模式図を示す。金の薄膜がコートされたセンサーチップに

ELDI-TOF-MS（ face-en r desorption onization time

とつで、金属板

を施し、 た生体 的とする

する方法

選択的に分

面プラズモ PR）センサ

創薬のター る疾 子レベルで解

であり、SPR現象を

られている。

めには、生体分子

用した解析が基
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プリズムを介してガラス側から全反射条件で偏光を照射すると、反 射角度にエ

ネルギーが低下した部分が観測される。 

の反射角度は、金薄膜の表面およびそのごく近傍

化の関係はセンサーチップの系によって異なるが、

する。セン

サ

献

の利点と限界 

きる 

 

い 

 2. 測定可能な解離定数の範囲が 10-11～10-3である 

 

                  （出典；ファルマシア 41(2), p149,(2005) ） 

ング（HTS）においては、多数の化合物

た化合物を探索するということより、得られ多ヒット化合物の特性を正確に評価

スループット性が得られてはいない。しか

発技術の進歩により HTS に対応す

として活用される可能性は高い。 

射光の特定の反

こ

の屈折率変化に依存している。即ち、センサーチッ

プ上に固定化したリガンドがアナライトと結合する

と表面の屈折率変化が生じ、反射光のエネルギーが

低下した部分の角度がシフトする。角度変化と重量

変

0.1度の角度変化が凡そ 1ng/mm2に相当

ーチップは固定化したリガンドを洗浄し再使用さ

れる。 

SPRを用いた相互作用の解析に関しては既に多くの報告が

図 2-24 SPR検出系 

出典；ファルマシア，41(2), p149,2005）

なされており本章では省略し、文

で報告されている“SPRセンサーの現時点における利点と限界”について表２－１４に記す。 

 

   表２－１４ SPRセンサーを用いた測定

    利点 

      1. 検出のために試料の標識を必要としない 

      2. 結合速度と解離速度をリアルタイムに測定で

      3. 解析時間が短く、測定の自動化が容易である

      4. 定アフィニティの検出が可能である 

      5. 比較的少量の試料で測定が可能 

    限界 

      1. 低分子量化合物（150以下）には適用できな

     

     3. リガンドの固定化法の選択が重要である 

      4. 同時測定できる試料数が限られている 

 

SPRバイオセンサーのハイスループットスクリーニ

からヒットし

することを目的としており、研究者が期待するハイ

しながら、多チャンネルに対応できるマイクロ流路系の開

る SPRバイオセンサーが開発され、有効な創薬ツール
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２－３－３ 単一分子（単一細胞）計測技術 

高分子の機能を解析するために、単一の分子や細胞を検出する技術が必要になっ

が研究対象となり得るほど、技術が進

白質の一種）イメージング」という

の展開 

や細

の観察を実現するためには一層の高感度化が要求され、現在では限られた装置・手法のみが

した方法を挙げる 

 溶液中でブラウン運動をしている単一ローダミン６Gを測定 

共

部刺激により核に移行し、転写

表

走査型 学顕微鏡   単一分子の配向（偏光励起・蛍光測定） 

励起寿命ナノスケール構造体の高速現象の解明 （時間

容体に結合させ測定 

熱レンズ顕微鏡      ポルフィリン鉛錯体 0.4 分子を計測 

質（画像取得；数min） 

高速 msec） 

 

 細胞や生体

てきた。別の角度からいえば、単一の分子や細胞の観察

歩してきたと言える。例えば学会で「１分子GFP（蛍光蛋

セッションが開催され、 

(ア) 生細胞中での１分子GFPイメージング

(イ) １分子蛍光イメージング法による蛋白質間相互作用解析 

(ウ) 細胞内１分子イメージングと分子定量解析 

(エ) １分子蛍光法による、クラスリン被覆ピットアダプター分子 AP2 の集合過程の可視

化解析 

(オ) 信号伝達ラフトの１分子可視化解析 

というように、GFPだけでもこのような技術発表が見られる。しかしながら、単一の分子

胞

実現している。表 2-15に単一分子計測を実現

 

     表２－１５ 単一分子計測法     

方   法             概      要 

レーザ誘起蛍光顕微鏡  

焦点蛍光顕微鏡    

蛍光相関分光法      グルココルチコイドレセプター（蛋白質が外

を開始する過程の解析 

面増強ラマン散乱    35nmφ銀微粒子に吸着した単一ローダミン６G 

近接場光

高速走査型近接場分光法  有機分子の会合体の

分解能 50fs, 空間分解能 50-100nm） 

全反射蛍光顕微鏡     情報伝達分子間の認識反応を１分子計測 

             上皮成長因子EGFを蛍光標識し、EGF受

原子間力顕微鏡         蛍光染色した蛋白

原子間力顕微鏡      蛍光染色した蛋白質（画像取得；数十
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２－ 関する計測 

 日

的な関心事となっている。食 して、①微生物の繁殖、②有毒な化学物質

の混 品の安全に関す

る計 に安全性がチェックされなけれ

ばな

微生物の繁殖については、現 えられており、顕微鏡下で微

生物 イ法などが行われている。こ

れら 学物質あ

るい 残留農薬や有害な化学物質が混入

して 充分に可能であるが、予防を目

的と

生物や有害化学物質は処理能力が課題であるのに対し、放射線照射の有無判定はセンシング

食品の計測の現状と課題について述べる。 

大腸菌O157の毒菌対策や臭化メチル薫蒸による殺菌の代替法などが

３－４ 食品の安全に

常生活において、安全と信じられている食品でも、毒物混入など事故が時折発生し、世界

の安全を脅かす項目と

入、③残留農薬、④放射線などによる細胞の変異などが考えられるが、食

測の重要なポイントは、これらの食品がヒトの口に入る前

らない点である。 

在では分析機器の範疇ではないと考

数をカウントする方法やスクリーニングを目的としたアッセ

は、検査スピードあるいは定量性という面では課題は多い。微生物が放出する化

は化学物質群に着目した高速な自動分析の報告は無い。

いたということを調査することは現在の分析・計測技術で

した分析・計測という点では処理能力には限界がある。 

微

技術に課題がある。以下に、放射線照射

電離放射線の生物作用を利用する食品の殺菌や殺虫、農作物の発芽制御や熟度調整などの方

法がある。適正な管理下で限定された線源を用いて照射された食品は、それ自体が放射能を帯

びる可能性は無く、健全性も損なわれないことがWHOや IAEAなどの国際機関によって確認

されており、照射食品の国際基準が定められている。例えば、加熱殺菌が不向きな香辛料や乾

燥ハーブの殺菌、病原性

注目されている。このような状況下で、食品流通の適正管理と表示保証のために食品照射の有

無を判断する検査方法の確立が不可欠である。現在、食品照射の有無を検知する法として、物

理的方法（電子状態の変化やラジカル形成を検知）、化学的方法（食品照射により分解で生成す

る化合物を検知）、DNA法（DNA鎖の切断・損傷を検知）、生化学的方法（微生物の生菌比率

を検知）などがあり、欧州ではCEN標準法が定まっている。CENの標準準分析法を表２－１

６ に示す。 

     表２－１６ 欧州の食品照射の有無の確認法 

測定項目 測定方法 規格 測定対象 

炭化水素測定 GC EN1784 肉類、ｱﾎﾞｶﾞﾄﾞ、ﾏﾝｺﾞ、ﾊﾟﾊﾟｲﾔ、 

ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチｰｽﾞ 

2-ｱﾙｷﾙｼｸﾛﾌﾞﾀﾉﾝ類 GC/MS EN1785 鶏肉、豚肉、卵、ｻｹ、 

ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ 
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骨 ESR EN1786 肉類、魚（ﾏｽ）、カエルの足 

セルロース ESR EN1787 ﾊﾟﾌﾟﾘｶ粉末、ﾋﾟｽﾀﾁｵﾅｯﾂの殻、 

ｲﾁｺﾞ 

ケイ酸塩 光ﾙﾐﾈｯｾﾝｽ EN1788 ﾊｰﾌﾞ、ｽﾊﾟｲｽ類、ｴﾋﾞ、貝類、 

生鮮＆乾燥野菜、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 

糖結晶 ESR EN13708 乾燥ﾊﾟﾊﾟｲﾔ、乾燥ﾏﾝｺﾞ、 

乾燥ｲﾁｼﾞｸ、干しﾌﾞﾄﾞｳ 

ケイ酸 ﾑ、 光

ﾝｽ 

EN1 ﾊｰﾌﾞ、ｽﾊﾟｲｽ類塩、ｶﾙｼｳ

ﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲﾄ 

励起 

ﾙﾐﾈｾ

3751 、貝類 

生菌数 DEFT/APC EN13783 ﾊｰﾌﾞ、ｽﾊﾟｲｽ 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ DNA ｱｯｾｲ  

類） 

ER13784 鶏肉、豚肉、 

植物細胞（種子

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ NB 69LAL/G EPrN145 鶏肉 

 

日本では馬鈴薯の発芽抑制のためのγ腺照射以外 り、食品照射の認知度が低

いが、 は食品照射 化 い と言われた照射

処理の判別についても欧州を中心に研究が進められ

検知に し 。例え 法 で検出する項目は

経時的にシグナルが減衰する性質のものであり、流 辛料などでは完全に

検知で おい 査 、“放射線照射がなさ

れてい 保証す は至っていない。更に、加工食品中に混入した照射原料の

判別や 照 現 め 。迅速で高感度な検出方法が

必要と

 

２－３ バーサル

これまでに述べた高機能・高性能な分析・計測システムとは異なる観点から次世代分析・計

測

象とした分析機器

は禁じられてお

世界的に 技術の実用 が進んで る。そしてかつては不可能

ている。しかしながら 

は多くの課題を残 ている ば、ESR や熱ルミネセンス法など

通期間の長い例えば香

きてはいないし、他

ないこと”を

の方法に

るまでに

ても、検 結果が陰性であっても

禁止されている再 射の識別も 状では極 て困難である

される。 

－５ ユニ デザイン 

 

システムを目指した研究が展開されている。それは、熟練技術者の育成不足から各種産業界

で各種製品のユニバーサルデザイン化といわれるものであり、鉄鋼分析のスキルフリー化など

がそれに該当する。更には、少子高齢化や身障者支援といった幅広い層を対

の創案や創製および普及の必要性が指摘されている。 
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２－３－６ イメージング 

 X 線透視像、X 線 CT、MRI、超音波、ポジトロンＣＴなどの診断用画像計測技術の保健・

医療分野への貢献は極めて大きいといえるが、これからの画像計測は、形態情報の提供から機

能情報、更には生理・生化学的情報へと拡大しつつある。本節では、機能情報、生理・生化学

報の取得を目指したイメージング技術の現状と動向について述べる。（蛍光プローブや SPM

や単一分子測定の項で述べたので省略する） 

0分（76Brだけは 16時間）と短いため、

設内にサイクロトロンを設置し、自家生産が必要である。 

CTと比べて 

的分子の局在部位やそ

顕微鏡の手法で可視化する研究

は、様々な角度から撮影して TEM像を取得し、こ

TEM像

エ変換）を行う。③撮影

が、最近“氷

情

を用いたイメージングはナノプローブ

陽電子放射断層画像撮影法 ( positron emission tomography  PET) 

 PETはポジトロンを放出する短寿命放射核でラベル化された放射性薬剤を体内に投与し、180

度の方向に同時に照射されるγ線をγ線シンチレータと光電子増倍管からなるPET検出器で

検出して体内分布をコンピュータにより画像化する方法である。PETで用いるポジトロン放出

核種は 11C, 13N, 15O, 18F, 76Br で何れも半減期は 2～11

施

PETは従来の MRIや X線

・ MRI、X線CTが形態情報の取得であることに比し、生体の機能情報を取得する 

・ 各々のトレーサーの特徴を活かして血流・代謝・受容体の定量的な測定が可能 

・ 放射性薬剤を使用するため、作業従事者は放射線被曝を受ける 

・ PETのトレーサー投与量はMRI，X線CTに比較して少量であり、受験者の負荷を軽減 

・ 時間分解能や空間分解能はMRIおよびC線CTに劣る 

PETの最大の特長は適切なトレーサーを用いることにより、生体内の標

の動態を直接観察できることであり、標的受容体の分子画像化も可能性がある。 

今後は、高画質の画像取得のためのハード、ソフトの発展が必要であると共に、高機能標識薬

剤の開発が必要となる。 

電子線トモグラフィ（3D-TEM） 

細胞の中の微細構造とそれを形成する分子の形を透過型電子

が進められている。電子線トモグラフィー

の像を基にしてコンピュータ上に三次元画像を再構築するものである。 

手順は、①電子線が透過可能な厚み（10～100nm）の試料に対して角度を変えながら

を撮影②取得画像について、“ラドン定理”に従って数値変換（フーリ

角度を基にして、フーリエ変換後のデータを三次元化する。④三次元化したデータを逆フーリ

エ変換して、実空間の三次元像を再構築する。 

電子顕微鏡で撮影される生体試料は、精製した蛋白質を染色固定したもの、組織、細胞の切片

を染色したもの、細胞膜面に金属を蒸着させて型をとったレプリカが主に使われる
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包埋法”が開発され、鮮明な画像が得られるようになった。氷包埋法とは、試料を-160～-170℃

の液化エタン中に浸し、非晶質構造の氷中に固定する方法である。この氷の中に浮かんだ試料

している生体分子を“生”で観察する（クライオ電子顕微

鏡

、細胞膜から 6nm以

断層像を取得する研究が展開されている。光

た光コヒーレンストモグラフィー法（OCT）が注目を浴びて

、眼科の臨床用として開発されたが、内視鏡タイプが開発されると胃がん

や

 

質（例えば、腫瘍）の位置を決める方法であり、拡散方程式を含んだ統計モデルを

使

をそのまま電子顕微鏡に挿入し水和

）。この方法を用いて、ナノレベルの解析が可能であることが報告され、細胞表面に存在する

インテグリンの断層像撮影に成功した報告や細胞膜裏打ち構造の定量的解析の報告があった。

細胞膜裏打ち構造は急速冷凍・免疫レプリカ電顕法と呼ばれる方法を用い

内にあって多くの膜貫通型蛋白質の拡散抑制に働いているアクチン膜骨格の網目像を取得し、

メッシュサイズを求めている。 

光トモグラフィー 

X線、電子線、陽子線よりも生体に優しい光で

トモグラフィーは生体組織から透過光または散乱光を検出することによって光透過トモグラフ

ィーと光反射トモグラフィーに分類される。 

光透過トモグラフィーの一つである光マンモグラフィーは放射線による被曝の危険性が無く、

安全な画像診断であるが腫瘍の良性／悪性の判定ができない。分光分析による腫瘍の良性／悪

性の判定が今後の課題である。既に、800nm付近の近赤外線を用いて、組織内ヘモグロビンの

分光機能を付加した光マンモグラフィが開発されている。更に、近赤外域分光型光 CTは脳内

酸素と血量変化の画像化が可能となり、新生児を対象とした非侵襲モニターとして実用化され

ている。 

光反射トモグラフィー技術の中で、広帯域光源の低干渉特性を利用して、in vivo 生体のミ

クロン構造の断層計測を可能にし

いる。本装置は本来

大腸がんの診断に効力を発揮すると期待される。更に MEMS 技術などとの融合により末梢

神経のイメージングなどにも期待が広がる。 

蛍光分子性トモグラフィー（FMT） 

蛍光プローブを用いた光トモグラフィー(Fluorescence Molecular Tomography； FMT)は最

近開発されたイメージング技術で、理論的には表皮から 7-14 cm の深さでの測定が可能である。

近赤外線を用いて生体の断層像を得るもので、MRIやⅩ線CTのような大型の装置を必要とせ

ず、人体への影響も少ない方法であり、新生児へも適用できる。 

具体的には、組織表面での蛍光測定から、多重散乱している均質な媒質中の数ｍｍ内部に隠さ

れた蛍光物

い、画像再構築には逆拡散法に基づいた手法を採用している。 

葉酸塩インドシアニン色素で染色したマウスの腫瘍を近赤外顕微鏡でマウス全身を計測し、
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腫瘍の断層像を得ている。 

今後、創薬におけるスクリーニング方法や脳や遺伝子などの機能可視化する方法として注目

されている。 

Stimulated Emission Depletion (STED) 

る。 

ﾊﾟﾙｽは励起光ﾊﾟﾙｽ（連続照

ﾙｽ照射により、蛍光は対数減衰するが、STED光が遮断されると、

微鏡の分解能は回折によって最小 180nm,高軸方向に最小 500nmという制約が 

向上した。更に回折限界を打破する原理が発見され

２  

[1

[2

最

を

で 伝子発現解析やタン

る遺伝子発現プロファイル

デ

始 増加を網羅的に測定す

肉眼で見えない画像をセンサーシステムとコンピュター画像処理により可視化した技術であ

る。ハードウエアはレンズアレイ、フィルタ、ディジタルミラーアレイ検出器より構成される。

現状では、量子カスケードレーザと STED検出器の組み合わせがベストで、生体試料の三次元

多重波長像への応用が期待されている。以下に報告の概要を羅列す

・蛍光分子をﾌﾟﾛｰﾌﾞとして用い、蛍光顕微鏡の焦点面の空間分解能を 18nm（使用波長の 1/50）

まで上げることができた。 

・走査型共焦点蛍光顕微鏡に２つの同調光ﾊﾟﾙｽ列を用いる。第一の

射）、第二のﾊﾟﾙｽはSTEDのための強いﾊﾟﾙｽ光（蛍光ｽﾍﾟｸﾄﾙの長波長側末端に近い光で250HZ

で on/offさせる。STED ﾊﾟ

再び蛍光が観測される。その強度変化を単一分子レベルで検出。 

・従来の光学顕

あったが、近年、距離分解能が３～７倍

た。その代表が STEDであり、ﾅﾉｽｹｰﾙ画像の実現可能性がでてきた。 

・回折限界を大幅に下回る空間分解能を持つ免疫蛍光画像化法。 

STEDを利用すると、相対するﾚﾝｽﾞを介して、照射波長 793nmの16分の 1に相当する50nm

の距離分解能が得られる。標準的な蛍光抗体試料への適用が可能。 

 

－４ データ解析技術の現状

データ解析技術は一般的な計測には、次の[1]と[2]のレベルで用いられる場合が多いが 

]分析データ処理: 平滑化処理、ピーク検出技術 

] 分析データの統計解析技術 

近のインフォマティクスの発展により 

[3] 多変量解析によるデータ解釈技術 

分析結果に適用させるところまで発展してきている。特にバイオインフォマティクスの領域

は[3]の技術の応用として、ゲノムワイドな遺伝子多型解析、網羅的な遺

パク発現解析が進められている。そしてマイクロアレイから得られ

ータを解析することにより、治療応答性を規定する遺伝子群や疾患関連遺伝子群の同定が開

されようとしている。トランスクリプトーム解析では遺伝子の転写量
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ることによる疾病マーカーの検索がトピックスである。さらには、網羅的タンパク発現情報が

ロテオーム解析も進められている。またメタボローム解析で

こと

て医療応用として有効な情報を得られる

のある方法として注目を集めている。また一方では同じく多

ォマティクスでは、蛍光X線で測定した複数サンプ

りサンプルの分類を行うことや類似分子構造中に含ま

グ ものばかりでなく生物

試 究が進んでいる。 

得られる質量分析計を利用したプ

は個々のメタボライトを分離しないで総体のバランスとして把握し、主成分析法を用いる

で、疾患や薬物代謝の特徴を抽出できる。これによっ

ため、未病の診断予測にも可能性

変量解析技術を化学に応用したケモインフ

ルに含まれる微量元素を主成分分析によ

れる各フラグメントの相関関係をモデル化する階層的クラスタリングなどが行われている。 

更に、多変量解析技術を二次元画像データに応用したものとして、 

[4]画像のパターン認識技術 

が発展してきている。パターン認識を用いる方法は、画像の形状やコントラストから対象物の

自動認識を行うコンピュータ技術として有用であり、従来の単純な粒子解析等と異なり、対象

物の位置認識や、複数の種類への分類やさらに、モデルとしてあらかじめ登録されている画像

と相違する部分を認識する技術にも有効である。従来の2次元画像の形状認識は、その適用範

囲がいわゆる工業製品が主体であり、部品やLSIのパターンの形状認識については多くの研究

が成されている。工業製品の形状認識の場合には、多くの場合モデルとなる幾何学的パターン

が存在し、そのパターンに対してどの程度まで、実際の対象物を認識できるかが問題となる。

実際の対象物はいくらかの変異・変形がある。それにもかかわらずに同一物であると認識でき

る能力をパターン認識のロバストネスと言われるが、あまり適応性を高めると誤認識する恐れ

がある。最近のパターン認識のアルゴリズムについては、多次元位相空間上でのクラスタリン

解析などの統計的手法が用いられている。また、対象物が幾何学的な

料のパターン認識についても研

更にその認識アルゴリズムにニューロンの知覚・認識のメカニズムを模した 

[5]ニューラルネット 

を用いたパターン認識技術も発展している。例えばニューラルネットを用いたパターン認識に

よる蛋白質の立体構造の解析が行われている。重要な点はこれらの技術[2]～[5]が数理統計学

上の一貫した理論の上に展開されている点である。バイオインフォマティクス、ナノインフォ

マティクスの分野をデータ解析の視点から見れば、基本的なデータ解析・主成分分析・クラス

タリングの機能を計測機器のエンドユーザーに如何に分りやすく提供できるかにある。現在は

まだ一般に利用できるレベルでなく、一部の研究機関で先端的に開発されている状況であり、

個々の問題に最適化することがまず急務である。それによって今後強力な武器として登場しう

るシステム技術の一つであろう。 
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第 3章 次世代計測・分析システム構築の開発課題の抽出と提言 
 

分析機器の中核をなす分光技術やクロマトグラフィーに代表される分離技術が開発されてか

ら ち、当時とは科学技術、製造技術も様変わりし、そして先進国では

３

１．21世紀の課題である「安心・安全で快適な社会」作りを支える分析・計測技術開発 

a. 地球規模の環境センシングと環境流通ネットワーク（自然環境情報、生体情報、

環境情報を計測・センシング） 

  

器の供給（簡易で優しい環境分析機器の提供と保守） 

③ナノ

a. ナ

          析システム 

          

既に１世紀近い月日が経

特に人類の進歩というような理想よりは環境保全や安全安心への希求が高まっている。これら

の心理的な側面を含む要求に対して、分析技術は直接的には答えられないが、これらの希求に

沿う為には、極超微量の分析やリアルタイムでのその場計測が必要となる。このため、現在の

分析技術の性能改善や機能の付加ではニーズに対応することが出来なくなっている。第３章で

はこれらのニーズに基づいてどのような技術が待望されているかを纏めた。コンピュータを中

核とする IT を駆使することが今後は大切なことを踏まえてシステム技術については項目を立

てて纏めた。これらの開発課題の具体的な例として複数の分析システムについて示した。 

 

－１ 次世代計測・分析システムに対する社会の要請 

①ライフサイエンス 

a. 生命現象の解明に向けた基礎研究に資する分析・計測システム 

（単一分子の計測、単一細胞の計測と機能解析、生体高分子の機能解析等々の基

礎研究を可能にする分析・計測技術） 

b. 予防医学を進める高度な検査技術 

c. 遠隔診断・在宅医療を支える分析・計測技術およびネットワーク化 

（光CTやマイクロ・ナノセンサー、高精細画像伝送） 

d. 食の安全を確保する高度（高速）な検査機器 

②環境 

廃棄物情報、化学物質管理情報などの様々な

        b. ヒトや自然の生態系を有害な化学物質の計測とモニタリング 

c. グローバルな機

d. 嗅覚や味覚といった人間の感性を代替するセンシング技術 

テク 

ノ材料の評価が出来る分析･計測技術 

b. ナノ構造を構築する･加工･計測･分

c. ナノデバイス等の生産をサポートする極超微量分析技術 
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④社

災、危機管理の高度化を支える計測・センシング技術 

 

 

３． 能向上と国際競争力の維持・向上 

近づけることや無機物などの｢不揮発性

化が可能な方法や個別機器の複

近年 の歴史は計測技術の進展と共にあったとの認識が一層強まっており、安全・

安心で快適

 

－２ 次世代計測・分析システムとIT技術 

３

次世代計 術の融合

よって、今まで見えなかったもの、測りにくかったものの計測・分析となろう。従って、次

世 ・定量性を測りだす」といえる。 

それは対

ニングなど

プローブ等 、最新のインフォマティクス技術の適用が不可欠で

る。そして、計測技術のIT化のロードマップとして、近未来でのインターネットを利用した

遠

ロジーの相関関係を、図3-2

計測技術のIT化ロードマップを示す。 

 

会基盤 

a. 防犯、防

b. 高度交通システムを支える計測・センシングシステム 

２．新しく開発されている分析・計測技術を実現した装置の供給 

研究者の手作り機器の商品化による研究広がりとスピードアップを図る 

現状機器の性

例えば、MSの感度を限りなく１分子計測に

のイオンや夾雑物の存在下でも生体高分子のイオン

合化による新たな情報の提供 

 

、科学の発展

な社会作りに分析・計測技術が果たす役割は大きい 

３

－２－１ 次世代計測・分析のターゲット 

測・分析のターゲットは、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーとIT技

に

代計測・分析のキイワードは「曖昧な対象物から定性

象としての曖昧物や複雑系の定性・定量計測であり、実現手段としてデータ・マイ

のデータ解析技術やユビキタス技術である。これを実現する為には勿論センサーや

の技術的進歩も必要とされるが

あ

隔計測技術とデータ解析や画像認識技術との合体による、計測・分析技術のユビキタス化が

予想される。図3-1に IT技術とナノテクノロジー、バイオテクノ

に
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図3-1 計測技術とIT 

 

 

図3-2 計測技術のＩＴ化ロードマップ 

３－２－２ 次世代計測・分析のシステム構成 

次世代計測・分析システムの最も重要な技術はネットワーク化である。ネットワーク化とは

単に情報が遠隔地に容易に転送できるということではなく、 

１） 必要な情報が、有効な利用の出来る場所に、適宜配信できること 

2005年         201X年           202X年 

技術 

 

④ 曖昧物解析技

術 

① バイオインフォ

マティクス技術 

 

② 画像計測技術 

 

③ スペクトル解析

データマイニング  バ
 （クラスター解析） 

 （画像認識） 

 （可視化技術） 

その他匂い、味等の5感計測

オートパイロット治療イオ・マーカー解析

 （プロファイリング） 

パターン認識      生体試料の自動認識      オートナビゲーション

スペクトル解析     自動クラスタリング         ユビキタス計測 

ナノ

バイオイン

（解析技術）

自動認識技

術）

テクノロジー

バイオ

テクノロジー

IT

マイクロ化技術

可視化技術

フォマティクス術（製造技

ユビキタス技術

画像計測技術

スペクトル解析技術

・・・・・

ゲノム・プロテオーム解析

クリニカル・インフォマティクス

・・・・・
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２） 情報を安全に配信することと、不必要な配信を行わないこと 

であり、特に後者の部分は大 求され

ネットワーク化により計測 、 テクター、センサー）、

分析サーバ、遠隔のオフィスに居て作業するオペレータ、計測結果のデータベースから分析結

果を利用する分析者というように、分

図3-3 ネットワーク化 

 

この分散環境下では、オペレータや分析者が、主成分分析、クラスタリング、線形重回帰分

析法等の様々なデータ解析手法やレポート作成機能を持つ豊富なアプリケーション・ソフトウ

ェアを利用できることが必要となる。その為には分析サーバ上の各アプリケーション・ソフト

変重要なことであり、高度なIT技術が要 る。 

・分析機器の機能は 装置モジュール（ディ

散環境での計測システムが実現する(図3-3)。 

 

*1 XML ： eXtensible Markup Language 文書やデータの意味や構造を記述するためのタグを用いたコンピュー

タ・データ用言語の一つ。 XMLはユーザが独自のタグを指定できる。 

*2  VPN ： Virtual Private Network  インターネット上で認証技術や暗号化を用いて保護された仮想的な専用

回線を提供するサービス。 

*3  DTP : DeskTop Publishing  印刷物のデザイン・レイアウトをパソコンで行ない、出版等をすること。机上出

版。 

ジ モジュール 

OS 

DTP＊３ アプリ 

インターネット・イントラ

ネット／VPN＊２

③データ（XML＊１規格） 

標準化されたシステム構成 

①遠隔操作 

②

④データベース 

⑤結果の利用 

⑥定量化の為のキ

ャリブレーション 

分析サーバ 
ミドルウェア 

モジュール 

Web 

試料・レシピ・バ

ーコード 



ウェアが、共通のミドルウェア上で、標準インターフェイスを介して稼動できる環境を提供す

る必要がある。また各装置モジュールと分析サーバ間も標準インターフェイスが必要となり、

これらの分散環境の中で配信されるデータはXML技術によりカプセル化と標準化が行われる必

要がある。ネットワーク環境下での各基本ユニット間での計測制御や条件設定と計測データの

流れを図3-4に示す。縦の線は時間の経過を表し、上から下に時間が経過し、横線の矢印は制

御やデータの情報が流れる方向を示している。 

 

分析サーバモジュール 

試料・レシピ・
インターネット 

オフィスPC 

③データ（XML規格）

①遠隔操作 

② 試 料

データベース

+ID

⑤結果の利用 ⑥装置キャリブレーション 

④データベース化 

測定実行 

⑦標準試料 

+ID 

キャリブ 

レーション 

⑤結果の利用

 

図3-4 システムの動作フロー 

 

次に本システムの応用例を示す。図3-5は計測機器測定に様々な装置を利用した例で、マイ

クロチップアレイによる遺伝子検査や生化学装置や血圧計など多様な装置による多様な場所・

時間でのサンプリング結果からオフィスにおける総合的測定・判定を可能とするシステムであ

る。 
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マイクロチップアレイ

検査（DNA、蛋白） 

生化学検査装置
血圧計 

心拍計 

体温計 

Web 

検査結果データベース

測定用 

アプリケーション 
インターネット・イントラ

ネット／VPN 

 

図3-5 複数装置とデータベースを利用した総合測定例 

 

３－２－３ 必要とされる標準化技術 

次世代計測・分析システムを構築するためには、まず標準化が必要となる。ここでいう標準

ーフェイス仕様である。 

このインターフェイス仕様を満たすことにより、計測機器メーカ、アプリーケーション・ソフ

ト

能を指向したものであるが、今までのところメーカ個別のソフトウェアが供給され

ているのみで、分析機器の標準化仕様として一般化されるまでには至っていない。最低限標準

化が必要なものとして以下のものがある 

３） 分析サーバ上のミドルウェアの持つ標準インターフェイスと分析サーバと装置モジ

ュール間の標準インターフェイス。図3-6に分析サーバの構成例を示す。 

 

 

 

 

 

化とは、ITの側面から見た分析・計測システムの共通なインタ

ウェア・プロバイダー、計測機器利用者のそれぞれが恩恵をこうむり。計測機器市場の発展

のために、ベンチャー・ソフトウェア・プロバイダーなどの新規参入を容易にさせるものであ

る。現在ある LIMS（Laboratory Information Management System）と呼ばれるソフトウェ

アがこの機

 75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6 標準化された分析サーバ・システム 

 

４） GxP*4、21CFR Part11対応 

、Good Manufacturing Practice、Good Clinical 

Practice） 

 

５） サンプル・レシピー・サンプル IDの標準化 

計測・分析機器の自動化を進める際に不可避な問題としてサンプル・レシピー・サン

プル IDの標準化がある。これらはサンプル形状や測定条件ファイルのフォーマット

およびどの様にサンプルを特定化するかという問題を統合的に規定する作業であり、

重要な課題である。特に今後の自動化された計測システムでは、レシピー（測定条件）

は外部の管理コンピュータから送られて、サンプル及びサンプル IDは自動搬送で装

置モジュールに送られてくる形となることが予想される為、非常に重要となる。また

生体試料の場合には秘匿性が必要となる。 

次に、LIMSの稼動例を図3-7に示す。図3-7は製薬工場を例に、LIMSシステムを用いた薬品

の品質試験の分析業務フローである。標準化が進めば多くの計測機器が標準インターフェイス

による接続が可能となる。 

 

 

 

OS 

ミドルウェア

A社製 

DTPソフト 

B社製モジュー

ル制御ソフト 

C社製データ 

解析ソフト 

標準ITF 

アプリケーション/ユーザ

インターフェース部分 

医療・製薬業界に適応される米国 FDA の規制であるが、計測･分析機器も適用内にあ

るものが多く、国内でも多くの企業がICH合意に基づきシステム導入している。 

当然次世代システムの構築にも考慮せねばならない重要な標準である。（*4 GxP ： 

Good Laboratory Practice
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図3-7 品質試験の分析業務フロー 

 

５ 必要とされるシステム化技術 

手されている

３－２－

現在着 データ解析技術については、第2章「次世代計測・分析システムに必要

となる技術の現状」の２－４項「データ解析技術の現状」に詳述する。新たに必要とされるIT

技術 面として分析サーバ用ミドルウェアの

開発やア

１）現在

・バイオ

・画像の

・スペク

 

２）今後

・

・分析データベースを用いたアプリケーション・ソフトウェアによる視覚化されたレポート機

能の実現 

・試料・ ・レシピのサンプルセットの管理システム 

としては、主にネットワーク化と標準化技術のIT側

プリケーション・ソフトウェアの充実化、XMLやIPv6
*5
の技術が上げられる。 

着手されている技術 

インフォマティクス（ゲノム・プロテオーム解析技術） 

パターン認識技術 

トル解析技術（データ解析技術） 

必要とされるシステム化技術 

分析ソフトウェアのための共通プラットフォーム（分析サーバ用ミドルウェア）の開発 

・分析装置のWebクライアントによるデータサンプリング機能の実現 

・分析データ用XML技術 

ID

試験依頼試験依頼

管理システム 生産管理システム

合格！合格！

自動計算
自動計算

規格値チェック
規格値チェック

自動計算
自動計算

規格値チェック
規格値チェック

天秤 UV ｐＨ ｅｔｃ．天秤 UV ｐＨ ｅｔｃ．

生産

LC LC LC GCLC LC LC GC

ASL

サンプルの自動登録

ASL

サンプルの自動登録

サンプル情報の入力

試験担当のアサイン

サンプル情報の入力

試験担当のアサイン

自動データ入力

規格と照合

承認
試験成績書

帳票発行

試験成績書

帳票発行

試験・分析試験・分析

サンプルID

200016547

サンプルID

200016547

サンプルID

200016547200016547
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・ IPv6
*5
を用いたユビキタス検査システム  

（*5  IPv6 ： Internet Protocol Version 6 現行のインターネットプロトコル（IPv4）を

ベースに、管理できるアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に応じたデータ

の送信などの改良を施した次世代インターネットプロトコル。） 
 

３－２－５ 202X年の計測技術 

202X 年の計測・分析技術としては、可視化技術の発展により、ユビキタス計測・分析が可

能となろう。その結果計測分野の応用として、生体計測のユビキタス利用や環境保全のユビキ

タス利用が現実のものとなろう。尿や汗や手のひらからの生体情報のサンプリングと遠隔のセ

ンターでの分析（図 3-8）や、環境物質の定常的モニタリングなどが実用化されるであろう。 

 

 

図 3-8 ユビキタス生体計測 

 

 

 

朝起きたら 
自分で測定作業 

発布シート、尿、汗、痰

ilm加工技術、簡易検査技術、化学、物理、数

などから簡易採取 

種々のサンプル採取法 

オンライン検査確認 

受託検査企業など 

検査結

ITインフラの進化 

果報告と指示

ゲノムデータ 

プロテオーム 

細胞科学 

F

学、ナノテク、ハード、ソフトなど、、、 
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３－３ 開発課題の具体例 

 

１）現場で使用する携帯型･モバイル型分析システム 

分析機器を使用した機器分析は主として研究室や検査室などの物理実験や化学実験を行う実

室をお手本とした分析を目的とした部屋で実施されてきた。しかし、20世紀に豊かな生活を

をベースとした新材料、デバイス、製品等がこの豊かな生活

を

２）原子･分子 1個を対象とする分析技術 

 

 

 

 

 

験

生み出した原子･分子に関する知識

脅かし、またこれらを生み出す産業プロセスの中にも脅威となることが判明した。20世紀に

我々が獲得した豊かさを保持し、この豊かさと表裏一体である危険性を排除する為には、分析

機器を実験室でなく危険の発生する現場で活用することが求められている。 

 

一方で、将来に向けての課題として、我々の生活を更に向上させていくためにはナノテクや

バイオ等、原子･分子レベルでのハンドリングにより、新しい材料やより効率の良いデバイスを

生み出す研究開発が必要とされ、これらの研究開発から発明されたものを商品化するためには、

原子･分子レベルの計測･分析が求められる。 

３）曖昧な対象物から定性･定量性を測りだすコンピュータを援用した新しい分析手法 

Instrument の原義は人間の行うことを機械に代替させることであり、特に五感の代替が中

心である。味や匂いや香りや肌触りというような触感は計測可能な物理量や化学量と直接的に

結びつかない。このために多数のデータから定性的なあるいは定量性を測ることが必要となる。

４）ヒトや実験動物（マウス、ラットなど）の体内における特定細胞および分子の in vivo イ

メージング技術 

基礎医学研究はもちろんのこと、創薬、ドラッグデリバリー、再生医療、予防医学を支える

基盤技術として、in vivoで特定の細胞や生体分子あるいは薬物、化学物質、病原体などがどの

ように挙動するのかを時空間可視化計測する技術の開発は、より一層重要な課題となろう。 
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１．調査文献リスト 

分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ICP/MS（微

小透析） 
HO M-C. et al. In vitro evaluation of 

microdialysis-electrot
vaporization inductively coupled plasma 
mass spectrometry hyphenation system 
for continuous monitoring of trace metal 
ions in simulated biological  systems 

l. At. 
om. 

19 11 1504 04 オンライン微小透析サンプリン
グとフローインジェクション(FI)
電熱原子化誘導結合プラズマ質

量分析(ETV-ICP-MS)を組み合わ
せて、透析液中の痕跡量 Zn、Cu、
Mn及びPbの高感度連続モニタリ
ング法を開発した。 

hermal 
J. Ana
Spectr

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ミクロ透析電極 
平野愛弓 

ラ・u閨[センサーの開発とほ乳類大脳内の
グルタミン酸濃度測定への応用 

ぶんせき  11 652 04 ガラスキャピラリーによる毛管
作用をサンプリングに利用した

微小L-グルタミン酸センサの開
発について解説。 

毛管作用に基づく超微小ガラスキャピ

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ CE-LIFD（微
小透析） 

RENAUD B  
al. 

Capillary electrophoresis combined with 
 

neurotransmitters within the dorsal 
horn 

Electrophoresis 25 10,1
1 

1511 04 微小透析サンプリングとレーザ
誘起蛍光検出のキャピラリー電

気泳動(CE-LIFD)を適用し、ヒト
脊髄微小透析液の分析を検証し

た。 

. et
microdialysis in the human spinal cord:
A new tool for monitoring rapid 
peroperative changes in amino acid 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ HPLC（微小
透析） 

TSAI T-H. l. Determination of (－)-epigallocatechin 
gallate in rat blood by microdialysis 
coupled with liquid chromatography 

J.Chromatogr. 
A 

1032 1/2 125 04 微小透析プローブをラット頚静
脈内に挿入して血液を連続サン

プリングした。 

et a

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ GC/MS（吸着
カートリッ

ジ） 

MARTINE
VIDAL J. L. et al. gas chromatography/tandem mass 

spectrometry 
Commun. 
Mass 
Spectrom. 

18 5 537 04  GC/MSを用いて大気中に残留
する農薬のスクリーニング法に

ついて、サンプリング及び分析の

二つの段階について検討した。使

用したサンプリング法は,収着カ
ートリッジへの能動サンプリン

グによる。 

Z Screening method for pesticides in air by Rapid 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ GC/MS（パー
ベーパレー

ション法） 

樋口亜紺 
並びに海水中に含有する内分泌撹乱物質

の濃縮と分離並びに分析 

学会誌 59 4 246 05 海水中放出されている内分泌撹
乱物質を、疎水性高分子膜を用い

たパーベーパレーション(PV)法
並びに疎水性チューブを用いた

循環法により濃縮分離して、極微

量の内分泌撹乱物質量を手軽に

発、さらに海水

乱物質の濃

縮・除去方法を検討した。 

海水および塩の分析技術-測る-  水溶液中 日本海水

分析する方法を開

中からの内分泌撹

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ IC（フロース
ルー微小透

析） 

KOELLENSPER
GER Gunda et al. 

T
microdialysis for probing low molecular 
weight organic anions in rhizosphere 
soil solution 

Acta 
546 1 1 05 土壌中のしゅう酸塩やくえん酸

塩などの低分子有機アニオン

(LMWOA)を自動サンプリングす
るために、フロースルー微小透析

を検討した。 

he potential of flow－through Anal. Chim 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ （ポリマ被ラス） 
JONES K. C. 
al. 

Field Deployment of Thin Film Passive 
Air Samplers for Persistent Organic 
Pollutants: A Study in the Urban 
Atmospheric Boundary Layer 

Environ. Sci. 
Technol. 

39 1 42 05 ポリエチレン-酢酸ビニール
(EVA)を1µ以下の厚さで塗布し
たポリマー被覆ガラス(POG)を
用いた薄膜パッシブエアーサン

プラについて検討した。 

et 
覆ガ

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 電極（微

析） 
JIN L-T. Simultaneous monitoring of glucose, 

lactate, L-glutamate and hypoxanthine 
levels in rat striatum by a flow-injection 
enzyme electrode array system with in 
vivo microdialysis samplin 

J. Electroanal 
Chem. 

575 1 1 05 脳のグルコース、ラクトース、L-
グルタメート及びヒポキサンチ

ン濃度の同時測定方法として、in 
vivo微小透析サンプリングを用
いたフローインジェクション酵

素電極アレイシステムを提案し

た。 

酵素

小透

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ープ） LITTLEJOHN D. 
et al. 

CONSIDERATIONS FOR THE 
SELECTION AND DESIGN OF 
SAMPLING SYSTEMS FOR 
HETEROGENEOUS PROCESSES IN 
A STIRRED TANK REACTOR 

Chem. Eng. 
Res. Des. 

84 A4 344 05 不均一系からの最適なサンプリ
ングを達成するために,攪はん式
容器のサンプリングプローブの

位置などを検討した。 

（ル

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ µﾁｯﾌﾟ 
電気泳動 

馬場 嘉信 "圧力負荷法"によるマイクロチップ型電
気泳動 

ぶんせき  1 46 05 µﾁｯﾌﾟ電気泳動に圧力負荷を行う
ことにより高感度化、高速分離、

蛋白質の二次元的分離が可能と

なり、HTS化の達成可能となる。

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾏｲｸﾛｱﾚｲ 松田 良一 成長因子アレイをカラーインクジェット

プリンタで 
BIONICS  12 72 04 ｶﾗｰｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰを用いて、任

意の線幅と間隔でｱﾚｲｾﾝｻｰを構築

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 合成 野地 博行 分子チョロQプロジェクト 
超微小溶液チャンパーを用いたタンパク

質回転モーターの研究 

BIONICS  8 46 05 PDMSを用いた超微小ﾁｬﾝﾊﾞｰの
作成とﾁｬﾝﾊﾞｰ内でのATP合成 
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分類 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 検出法 著者 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ キマーインターフェースを用いる「発生

気体分析－質量

ぶんせき  9 515 05 試料より発生した気体分子の分
析はGCやIRな 使用され

質量分析 津越 敬寿 ス

分析」装置 どが多く

ているが、高感度化を目指して、

質量分析を使うことも多い。発生

ｶﾞｽを直接質量分析ﾌﾞに導入する

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを設計 
前処理 （固相ミク

ロ抽出） 
CURYLO J. et al. 

n 
food analysis 

Int. J. Food Sci. 
Technol. 

39 7 703 04 

用の両面に

A review of theoretical and practical 
aspects of solid-phase microextraction i

微量分析に用いられる新しい試

料調製法である固相ミクロ抽出

(SPME)法の理論と実
関して、最新の研究論文を引用し

総説した。 
前処理 GC/MS（固相

ミクロ抽出） 
SMITH P. A. et 
al. 

ction for 
 gas 

JSS 27 12 1017 04 
場での空気

Dynamic solid phase microextra
sampling of airborne sarin with

携帯型ガスクロマトグラフィー-
質量分析計による現

chromatography-mass spectrometry for 
rapid field detection and quantification 

中サリンの迅速同時検出、同定、

定量に携帯型の動的空気サンプ

ラと固相ミクロ抽出を適用した。

前処理 GC（固相ミ
クロ抽出） 

HUIE C. W. et al. 

ehensive two-dimensional gas 

JSS 27 5,6 451 04 
析に、ヘッドスペース固相

ミクロ抽出(HS-SPME)－ガスク

Application of headspace solid-phase 
microextraction (HS-SPME) and 
compr

薬草中揮発油の迅速サンプリン

グと分

chromatography (GC x GC) for the 
chemical profiling of volatile oils in 
complex herbal mixtures 

ロマトグラフィー(GC×GC)の結
合が有効であることを示した。 

前処理 J. et 

ic analysis 

atogr. GC（固相ミ
クロ抽出） 

ROERAADE 
al. 

Automated high-capacity sorption probe 
for extraction of organic compounds in 
aqueous samples followed by gas 
chromatograph

J.Chrom
A 

1033 2 339 04 超微量成分のGC分析のために、
ポリジメチルシロキサンをコー

ティングした攪拌子を抽出ディ

バイスとした固相ミクロ抽出を

開発した。 
前処理 NMR Grigory V. 

Zyryanov and 
Toward Synthetic Tubes for NO2/N2O4: 
Design, Synthesis, and Host-Guest 

J. AM. CHEM. 
SOC. 

126  4264 04 
ナノチューブのデ

 NO2 / N204 ガスの捕捉と変換
に対して分子

Ckemistry Dmitry M. 
Rudkevich 

ザインが提案される。結果は

NMRにより確認された。 
前処理  

microscope
Kagan Kerman, 
Masato Saito, 
Yasutaka Morita, 
Yuzuru 
Takamura, 
Mehmet Ozsoz, 
and Eiichi 

f 
Single-Nucleotide Polymorphisms By 
Monobase-Modified Gold Nanoparticles

Anal. Chem.  76  1877 04 

され

は、原子間力顕微

６士

Atomic force
 

Electrochemical Coding o すべての可能な組み合わせを差

別して、そしてコード化する斬新

な方法を記した。 単一ベースに
よって修飾されたコロイド金

（Au)ナノ粒子の電気化学シグナ
ルの変化をモニターすることに

よって、 SNPs がコード化Tamiya 
た。 最初に、キトサン層がアル
カンチオール自己アセンブル単

分子膜修飾Au ナノ粒子上に形成
された。 表面を修飾されたAuナ
ノ粒子の大きさ

鏡を使うことによって、８.４
１.５３ナノメートルであること
が判明した。 

前処理 MOLDI-TO
F MS 

D. Finnskog, A. 
Ressine, T. 

nd G. 
rga 

y 
with Dual Fluorescent- and MALDI 

Journal of 
Proteome 

 5 988 04 
の読取

イがポーラスなチップの

れると

Integrated Protein Microchip Assa 蛍光イメージングと 
MALDI-TOF ＭＳの二重

Laurell, a
Marko-Va

Read-Out Reseach り構造に基づいた細孔チップタ

ンパク質アレイ（PCPA）コンセ
プトが開発された。 ピエゾ電気
式極小ディスペンサーを使うこ

とによって、高密度に詰め込まれ

た（＞４０００スポット/cm2）抗
体アレ

上に分配された。蛍光と 
MALDI-TOF ＭＳの二重の読み
出しのできるPCPA アプローチ
の主な利点はアフィニティ結合

と質量認識の両方が得ら

いうことである。 
前処理 GC（ヘッド

スペース固

相ミクロ抽

CONTE 
Lanfranco S. 

eous determination of volatile 
and semi-volatile aromatic 
hydrocarbons in virgin olive oil by 

/mass sp rometry 

J.Chromatogr. 
A 

1090 1/2 146 05 Simultan ヘッドスペース固相ミクロ抽出

(HS-SPME)に基づくバージンオ
リーブ油中の揮発性および半揮

headspace solid－phase 
microextraction coupled to gas 
chromatography

出） 発性芳香族炭化水素の同時定量

のために、信頼性があって簡単か
ect つ比較的迅速な方法を開発した。

前処理 片岡洋行 固相マイクロ抽出法 ぶんせき  8 432 05 固相ミクロ抽出及び関連ミクロ
抽出技術の概要を紹介。 

（固相ミク

ロ抽出） 
前処理 (GC/MS,HP HOEGLUND － ction for J.Chromatogr. 1080 2 107 05 プラスチック容器から溶出するSolid phase microextra
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 頁 年 概要 巻 号

LC)固相ミク
ロ抽出 

. 
egradation 

products of antioxidants in an organic 
aqueous solution 

Anders et al qualitative and quantitative 
determination of migrated d

A 低分子芳香族物質を定量・同定す

るために固相ミクロ抽出法（直接

サンプリングとヘッドスペース

サンプリングの両者に対する抽

出法）の検討を行なった。 
前処理 ｲｵﾝ化 川野聡恭 他 MicroTAS用マイクロアトマイザの特性解 日本機械学会関

論文

集 

80th  11.35 05 ﾏｲｸﾛﾁｬﾝﾈﾙｱﾄﾏｲｻﾞ 
析 西支部定時総会

講演会講演

前処理  Richard D. Piner, 
Jin Zhu, Feng 

"Dip-Pen" Nanolithography SCIENCE 283  661 99  

Xu, Seunghun 
Hong, Chad A. 
Mirkin 

前処理  Dehan Luo, H. 
Gholam Hosseini, parameters from an electronic nose in 

Sensors and 
Actuators B 

99  253 04 Application of ANN with extracted  

cigarette brand identification John R. Stewart
前処理 抽出 塚原 聡 活性を損なわずに生体高分子を有機溶媒

に抽出できるか？ 
ぶんせき  2 96 05 生体高分子を有機溶媒で抽出す

る方法。特定の溶媒と界面活性剤

の組亜ウェアｾﾝｼﾝｸﾞで逆ミセル

を形成し、その中心に存在する 
water poolという微小水滴を利用
して抽出を行う 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 
前処理 ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ 

田 敏彦 せき  9 504 05 ｱﾌｨﾆﾃｨ 生体内糖類の分析法 生体内糖鎖の機能解析 
糖鎖の切り出し、分離、検出に関

する進歩総説 

戸井 ぶん

前処理 蛋白質の創

X線回折 

知覧 俊郎 逆転のタンパク質結晶化技術 光学結晶 BIONICS  12 62 04 化において、ﾌｪﾑﾄ秒蛋白質の結晶

ﾚｰｻﾞを用いた攪拌や浮遊結晶育

成などの新しい結晶化技術の紹

介 

の技術をタンパク質に応用 晶 

前処理 蛋白質の創 タンパク質の結晶化技術 ファルマシア 41 2 144 05 杉尾 成俊 ﾏｲｸﾛﾃｸﾉﾛｼﾞｰを用いたﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ

晶 の蛋白質創晶自動化ｼｽﾃﾑの紹介 
前処理 ぶんせき  3 155 05 ｼﾝﾁﾚｰﾀｰ 北辻 章浩 抽出－シンチレーション機能を有する樹

脂を用いたアクチノイド分析 
ｼﾝﾁﾚｰﾀと抽出剤を固体ﾏﾄﾘｯｸｽに

含浸させた樹脂が開発され、目的

各種の濃縮とｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ測定が一

度に実施できる 
前処理  環境試料中の微量有機物分析における前

処理 
ぶんせき  12 692 05 松村 徹 超微量分析を実施する時の前処

理法について解説 
前処理  一 超微量元素分析のための器具 ぶんせき  8 444 04 坂口 晃 超微量分析における器具の取り

扱いにｓついての解説 
前処理 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 

MS 伊永 隆史 環境汚染物質のリアルタイムナノ計測 ぶんせき  10 550 05 µﾁｯﾌﾟを用いた個体・液体・気体
試料のﾘｱﾙﾀｲﾑ前処理法を目指し

て、多環芳香族炭化水素の固液前

処理法や土壌中のVOC前処理法
を検討 

前処理  で観察するため

 
TEM  依藤 宏 ぶんせき 透過電子顕微鏡のための生体試料作製法  7 384 05 生態試料をTEM

の試料作成法の解説。

試料の切り出し、固定、ｽﾗｲｽ、電

子染色などを解説 
前処理  固相マイクロ抽出法 ぶんせき  8 432 05 片岡 洋行 省溶媒化、省力化、ﾏｲｸﾛ化、ﾊｲｽﾙ

ｰﾌﾟｯﾄ化を目指した固相ﾏｲｸﾛ抽出

法についての解説。誘起溶媒を殆

ど使用せず、簡便・迅速・自動化

が可能なほうほうとして注目 
前処理 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 

電気泳動 
LC 
MS 

平野 久 プロテオーム解析概論 ぶんせき  7 348 05 生体内で発現するﾀﾝﾊﾟｸ質の網羅
的な解析法と特定の蛋白質群に

焦点を当てたﾌｫｰｶｽﾄﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析

について、解説 
前処理 酵素固定化 中嶋 秀 マイクロチャネル内壁への酵素の光固定 ぶんせき  5 258 05 光を利用して複数の酵素をﾏｲｸﾛﾁ

ｬﾝﾈﾙ内に固定化する方法の紹介 
前処理 抽出  ぶんせき  8 467 05 勝田 正一 自己組織化イオノホアによるラジウムの

溶媒抽出 
自己組織化ｲｵﾉﾎｱはｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙなど

の合成ｲｵﾉﾎｱに比べ、低ｺｽﾄで調製

可能であり、非常に高いｲｵﾝ選択

性を持つことがある。ｸﾞｱﾉｼﾝ環状

４量体を用いたRa（２荷）の溶媒
抽出。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 
 

SPR HOMOLA J  on resonance 
ghput 

in

 
n 

0  Biosensors
Bioelectro

A new surface plasm
sensor for high-throu
screen gapplications 

2 10 2104 05 表面プラズモン共鳴(SPR)撮像と
偏極コントラストの組合せと空

SPR間パターン化多層 構造を基

礎にして新ハイスループット
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 頁 年 概要 巻 号

SPRセンサを開発した。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ   
ｼｽﾃﾑ化 

CE WANG Hailin et 
al 

sing for Protein-DNA 
Binding Assays Using 

Anal Chem 77 15 4985 05 
を開

6/m,感度は70
～120倍向上した。 

DNA-Driven Focu CEによる蛋白質-DNA結合アッ
セイ用に,DNA駆動集束技術

CapillaryElectrophoresis 発。理論段数5×10

ｾﾝｼﾝｸﾞ 蛍光分光 WOLF Christian 
et al 

Enantioselective Analysis of an 
Asymmetric Reaction Using a 

7 18 4045 05 キラル化学センサを用いる蛍光
分光法によりキラル化合物のエ

ンチオマ組成のリアルタイム

分析が可能となる。 

Org Lett 

ChiralFluorosensor ナ

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 開拓進むテラヘルツ領域  バイオ関連材
料のテラヘルツ分光 

光学 34 9 475 05 ﾃﾗﾍﾙﾂ分光のﾊﾞｲ関連材料への応
用  

法沢公寛 他 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 気化学的 
ﾉアッセイ 

 胞膜上の糖蛋白質を検出し,細
数を定量するための電気化学

的イムノアッセイ法の開発。 

 電

ｲﾑ

ZHANG Xueji et
al 

Electrochemical Immunoassay of 
Membrane P-glycoprotein 
byImmobilizationof Cells on Gold 
Nanoparticles Modified on a 
Methoxysilyl-TerminatedButyrylchitosa
n Matrix 

Biochemistry 44 34 1153
9 

05 細
胞

ｾﾝｼﾝｸﾞ ｲﾑﾉｱｯｾｲ WATENE 
Gaylene A et al 

Determination of Panthothenic Acid in 
Foods by Optical 
BiosensorImmunoassay. 

J AOAC Int 88 4 1008 05 

範囲は10～

食品中の遊離パントテン酸(ビタ
ミンB5)の定量のための光学バイ
オセンサ阻害イムノアッセイ法

の開発。分析化能

5000ng/mL,検出限界は
4.4ng/mL。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ MILES Bob et al The investigation of sooty flames using Flow Meas 16 5 341 05 在下でも計測可高濃度すすの存
terahertz waves Instrum 能。 エンジン燃焼場の精査が可

能 

ｾﾝｼﾝｸﾞ XU H. Q. et al Microwave Detection at 110 GHz by 
Nanowires with Broken Symmetry 

Nano Lett 5 7 1423 05 ﾏｲｸﾛ波 非対称ﾅﾉﾜｲﾔｰにより110GHzまで
 のﾏｲｸﾛ波を検出。各種応用が期待

ｾﾝｼﾝｸﾞ ｲﾑﾉｱｯｾｲ 滝上英孝 他 動き出したPCB処理  PCB 環境浄化技術 処理過程にお

けるバイオアッセイモニタリング 
4 8 11 05 PCB処理における簡易ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ。％ｵｰﾀﾞｰから数ｐｐｍまで 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ ZIMDARS David 

et al nsanddru
gs 

 Sci 
Technol 

0  Semicond 2THz imaging and sensing for security 
applications-explosives,weapo

7 S266 05 特徴  遠隔干渉計によるｾﾝｼﾝ
ｸﾞとｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞの可能性 
①THz放射は多数の金属、非極性
物質に対して透明 隠蔽物質・兵

器の検出 
②爆発物や不正薬物などは、特徴

的なTHｚｽﾍﾟｸﾄﾙを保有。同定に
用 利

③人体には健康上の影響なし  

ｾﾝｼﾝｸﾞ LC-MS/MS 本間誠次郎 他 液体クロマトグラフィー-質量分析
(LC-MS/MS)によるマウス皮膚中
estradiolの定量 

ホルモンと臨床 53 6 627 05 質量分析(LC-MS/MS)による生体
内微量エストラジオールの定量

法を開発した。 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ    

判別と精子分離技術- 

ルタ ﾙ陰山聡一 畜産コンサ

ント 
41 7 15 05 先端技術の現場への普及 牛の雌雄判別

技術の状況と今後の課題-はい段階での性
牛の「胚」レベルでの性判別（ｾ

ｿｰﾀｰでX精子とY精子を分離） 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 萩行正憲  テラヘルツ・遠赤外分光  III.  超高速分
 

分光研究 54 3 181 05 超高速分光についてのﾚﾋﾞｭｰ 分
光 光研究 

Vol.54(3),p181-198(2005) 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ｾﾝｻｰ 横山憲二  次世代センサー技術の展望  次世代タン

パク質解析ツールの開発 
ケミカルエンジ

ニヤリング 
50 7 494 05 次世代タンパク質解析ﾂｰﾙ。DNA

結合タンパク質の解析法；一般的

にはｹﾞﾙｼﾌﾄｱｯｾｲ法。（タンパク質

ふだDNAに結合すると電気泳動
速度が遅くなることを利用）タン

パク質を簡便迅速分離・分析する

ﾌﾟﾛﾃｨﾝﾁｯﾌﾟｼｽﾃﾑ、転写調整タンパ

ク質解析ﾁｯﾌﾟ 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 光イオン化

検出  源VOCの測定 
策 1 

器

平岡常男 ポータブルVOCモニターによる固定発生 資源環境対 4 8 90 05 固定発生源から排出される揮発
性有機化合物を測定するための

光イオン化検出器(PID)ポータブ
ルVOCモニターを紹介。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ｾﾝｻｰ 浜地格 他 セミウェットマテリアルの新展開-(2):蛍
光性レクチンチップの構築 

日本化学会講演

予稿集 
85th 2 1251 05 

飾されたﾚｸ ﾟ上

糖鎖のﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ解析用のﾂｰﾙ；ﾚｸ

ﾁﾝﾁｯﾌﾟ 
ｾﾐｳｪｯﾄ超分ﾋﾄﾞﾛｹﾞﾙを用いて蛍光

色素が修 ﾁﾝをﾁｯﾌ

に固定化し、各種糖鎖の蛍光を測

定 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 頁 年 概要 巻 号

ｾﾝｼﾝｸﾞ ｾﾝｻｰ 三原久和  他 金の異常反射(AR)を利用したタンパク質
検出系の構築 

日本化学会講演

予稿集 
85th 2 1225 05 に必

要なタンパク質間相互作用の解

析・検出法。金の異常反射（AR)

タンパク質の網羅的な解析

を利用して、金基板上に固定化し

たﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞとタンパク質の相互作

用を検出する試み 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 生物ﾙﾐﾈｯｾﾝｽ OFUCHI Toru et An automated apparatus for the 

cence 
Anal Biochem 340 2 187 05 穴の生物ﾙ

al real-time monitoring ofbiolumines
inplants 

均一な光条件下で2096
ﾐﾈｯｽｾﾝｽの自動監視機器。 
遺伝子発現の詳細な」分析と変異

体のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞに有効 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 化学発光 角田誠  他 脳脊髄液  化学発光反応による脳脊髄液 臨床検査 49 4 387 05 1000倍の

物質の測定 
化学発光は蛍光の10～
感度 

ｾﾝｼﾝｸﾞ りん光 ZHU Guo-Hui et ect of CaCl2 on 

ed 
ation 

Anal Chim 539 1/2 271 05 質の室温りん光の測定 
al 

The enhancement eff
solid substrate room temperature 
phosphorescence of polyhalogenat
derivatives of fluorescein andapplic
in immunoassay 

Acta 
固体基

ｾﾝｼﾝｸﾞ 蛍光 SO UKKA Tero 
et al roximity dependent 

Anal Chim 
Acta 

539 1/2 251 05 長蛍光寿命のEu(Ⅲ）キレートを
ﾄﾞｰﾌﾟしたﾅﾉ粒子を用いて、抗原

A novel homogeneous assay format 
utilising p
fluorescence energy transfer between 
particulate labels 

抗体反応を実現 
抗原の検出下限は0.1ng/mL 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 蛍光 LAKOWICZ 
Joseph R et al 

munoassay 
on a Silver Film by VaporDeposition 

J Phys Chem B 109 16 7969 05 
に

Metal-Enhanced Fluoroim 金属増強蛍光（MEF）  銀膜
上にｼﾘｶそうを被覆  銀膜厚

蛍光強度が依存 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ

cations 

122 10 1045 05 ﾂ波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ方式によ  JUNGWIRTH P. 
et al 

Ultrafast far-infrared dynamics probed 
by terahertz pulses: Afrequency-domain 
approach. II. Appli

J Chem Phys 
04.1 

光ﾎﾟﾝﾌﾟｰﾃﾗﾍﾙ

る超高速（ｐｓ）遠赤外挙動の解

析 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 斗内政吉 他 レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡 電子情報通信学

文

2005 1 S.57 05 体LSI不良解析を目指したﾚｰ

放

とLSI不良解析への応用 会大会講演論

集 

半導

ｻﾞﾃﾗﾍﾙﾂｴｯﾐｯｼｮﾝ顕微鏡（LTEM）
の開発 
ﾌｪﾑﾄ法ﾚｰｻﾞ励起のよりLSIから
射されるﾃﾗﾍﾙﾂ波の振幅強度の場

所依存性を測定して、回路 
内の電解分布を評価することが

可能。 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 伊藤弘昌  他 最近のテラヘルツ技術の動向  光波を用

いた生体分子のテラヘルツ・センシング 
光技術コンタク

ト 
43 4 196 05 

ｺﾋｰﾚﾝﾄｱﾝﾁｽﾄｰｸｽﾗﾏﾝ分

溶液や有機分子、水分子

ﾃﾗﾍﾙﾂ波を直接用いないﾃﾗﾍﾙﾂ分

光として「

光（CARS）。 
通常のﾃﾗﾍﾙﾂ分光では扱い難い生

体分子水

に対して、ﾃﾗﾍﾙﾂ帯振動 
計測の有効性。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ
Ron et al 

ion 
で、発泡材料中

か

像

 ﾃﾗﾍﾙﾂ REIGHTLER Nondestructive Defect Identificat
With Terahertz 
Time-of-F Tolight mography 

IEEE Sens J 5 2 203 05 ﾃﾗﾍﾙﾂﾄﾓｸﾞﾗﾌｨー（ﾃﾗﾍﾙﾂ飛行時間
ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｰ撮像）法

の欠陥分布を測定。 
100GHｚ～3Thzの広域電磁波放
射ﾋﾟｺ秒ﾊﾟﾙｽをあて、試料から反

射したTHz波を電器工学的に 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞし、位相と振幅情報 ら

試料の分光特性を含む二次元

を得る。ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙのﾀﾝｸの 
ﾌｫｰﾑ断熱材の欠点を測定 

ｾﾝｼﾝｸﾞ テラヘルツ 広本宣久     54 1 43 05 テラヘルツ・遠赤外分光 I 分光研究 1993年以降の分光研究にかかわ
るテラヘルツ技術の研究動向に

ついて報告した。テラヘルツ分光

概論、THz時間領域分光法,THz
パルスを使ったイメージング,フ
ォトミキシングによるテラヘル

ツ波発生とその応用テラヘルツ

検出器について述べた。 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ツ UZAWA Y  logy  Research on 

Superconductive Oscillators 
andDetectors at Terahertz Freque

J Natl Inst Inf 
Commun 
Technol 

51 1/2 27 05 テラヘル Light Source Techno

ncy 
Regions 

最近地球環境計測と無線物理の

分野で,THz帯の発振器と検波器
の開発が必要になっている。筆者

らは,THz帯の固体発振器と高感
度検波器として,超電導
Josephsonアレイ発振器と低雑音
SIS(超電導体/絶縁体/超電導体)ミ
クサを開発した。 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ｲﾑﾉｱｯｾｲ 菅原隆志  他 イムノアッセイによる簡易農薬残留分析 東北農業研究成

果情報 
    薬栽培農産物に残留農薬評

価。簡易のｲﾑﾉｱｯｾｲ法、定量下限

減農
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
は規制値の1/20～1/1000 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ MADARAS Eric 
I. et al 

Detection and Characterization of Flaws 
in Sprayed on FoamInsulationwith 
Pulsed Terahertz Frequency 
Electromagnetic Waves 

Pap Am Inst 
Aeronaut 
Astronaut 

    ｼｬﾄﾙの外部ﾀﾝｸの吹き付け発泡剤

の欠陥検査 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 化学発光 Julia Yakovleva, 
Richard 
Davidsson, Anna 
Lobanova, 
Martin 

 Jenny 
Emneus 

y 

minescence Detection 

Bengtsson, 
Sergei Eremin, 
Thomas Laurell, 
and

Microfluidic Enzyme Immunoassa
Using Silicon Microchip with 
Immobilized Antibodies and 
Chemilu

Anal. Chem.  74  2994 02  

ｾﾝｼﾝｸﾞ  Makoto 

uo, Yoji 
Yanamoto, 
Takefumu 

in 

d 
J. AM. CHEM. 125  3758 03  

Komiyama, 
Sheng Ye, 
Xingg

Tomita, Jing M
Zhou, and 
Hiroyuki 
Aburatani 

PNA for One-Base Differentiating 
Protection of DNA from Nuckease an
Its Use for SNPs Detection 

SOC. 

ｾﾝｼﾝｸﾞ MS Mehdi Moini, 
Casey L. Shultz, 
and Haniya tters at 

lic Acid as a 
Complexation Reagent/Background 
Electrolyte 

 
Mahmood 

CE/Electrospray Ionization-MS Analysis 
of Underivatized D/L-Amino Acids and 
Several Small Neurotransmi
Attomole Levels through the Use of 
18-Crown-6-tetracarboxy

Anal. Chem.  22 22 6282 03  

ｾﾝｼﾝｸﾞ 電気化学的 
イムノアッ

セイ 

Jenifer H. 
Thomas, Sang 
Kyung Kim, 
Peter J. Hesketh, 

ll, 
 

Heineman 

Microbead-based electrochemical 
immunoassay with interdigitated array 
electrodes 

Analytical 
Biochemistry 

328  113 04 

H. Brian Halsa
and William R.

 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 電気化学的 
イムノアッ

セイ 

Jenifer H. 
Thomas, Sang 
Kyung Kim, 
Peter J. Hesketh, 
H. Brian Halsall, 

 

Bead-Based Electrochemical 
Immunoassay for Bactriophage 

Anal. Chem.  76  2700 04 

and William R. 
Heineman

 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 蛍光 Yong-Eun Lee 
Koo, Youfu Cao, 
Raoul Kopelman, 
Sang Man Koo, 
Murphy Brasuel, 
and Martin A. 
Philbert 

Dissolved 
Oxygen Inside Live Cells by Organically 
Modified Silicate Fluorescent 
Nanosensors 

Anal. Chem.  76  2498 04 Real-Time Measurements of  

ｾﾝｼﾝｸﾞ MS Derek J. Wilson 
and Lars

 

Mechanistic Studies on Enzymatic 
Reactions by Electrospr ization 

ith 
Adjustable Reaction Chamber Volume 
for Time-Resolved Measurements 

Anal. Chem.  76  2537 04 
 

Konermann
ay Ion

MS Using a Capillary Mixer w

 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 化学発光 Honglan Qi, 
Chengxiao Zhang 

Homogeneous electrogenerated 
chemiluminescence immunoassay for 
the determination of digoxin 

Analytica 
Chimica Acta 

501  31 04  

ｾﾝｼﾝｸﾞ  江口至洋  ポストゲノムシークエンス時代の薬理学  
6  ケモゲノミクス  

日本薬理学雑誌 125 6 365 05 化学と遺伝学の融合；ｹﾓｹﾞﾉﾐｸｽ 

ｾﾝｼﾝｸﾞ  Cottingham 
Katie 

 Systems Biology: A Boon for Analytical 
Chemists? 

Anal Chem 77 9 197A 05 ｼｽﾃﾑﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰには分析化学が
欠くべからざる技術  分析化

学者の挑戦課題 
ｾﾝｼﾝｸﾞ µﾁｯﾌﾟ 

TLM 
北森 武彦 学 表面化学 26 2 74 05 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮ

マイクロ化 µチップによる前処理と熱ﾚﾝｽﾞ顕
微鏡による計測、および

ﾝの報告 
ｾﾝｼﾝｸﾞ µﾁｯﾌﾟ Andreas Manz Miniaturization and chip technology. 

What can we expect? 
PureAppl.Che
m 

73 10 1555 01 ﾁｯﾌﾟﾃｸﾉﾛｼﾞｰの可能性を理論的に
解析 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 原子間力 

顕微鏡 
山田 啓文 水中で観測可能な原子間力顕微鏡を開発 日経・日刊工  6/10  05 の観

察を可能とする高分解能原子間

ｍ（従来の1/10年分
解能を向上。 

水中や大気中で分子レベル

力顕微鏡を開発。ｶﾝﾁﾚﾊﾞｰの移動

速度を１７ｆ

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾊﾞｲｵﾁｯﾌﾟ ﾞやﾀﾞﾆなどのｱﾚﾙｷﾞｰ原因とな

蛋白質をｺｰﾃｨﾝｸﾞしたﾊﾞｲｵﾁｯﾌﾟ

に血液を垂らして測定。光照射に

より複数の蛋白質の固定化に成

功 

  伊藤 嘉浩 アレルゲン検査用のチップを開発 日経産  7/8  05 ｽｷ
る

ｾﾝｼﾝｸﾞ SORによる 
X線回折 

シンクロトロン放射光によりタンパク質

のX線構造解析 
ぶんせき  8 439 05 蛋白質結構解析におけるｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ

放射光の貢献を解説。 
三木 邦夫 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾊﾞｲﾁｯﾌﾟ 
蛍光検出 

新しい集積型バイオチップの開発と応用 
パイオチップを用いた臨床診断の実用化

への道を開く 

産総研  8 30 05 射出成形法を用いて、PMMA製の
10ﾁｬﾝﾈﾙ電気泳動ﾁｯﾌﾟを作成。 

石川 満 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 各種  2 品への放射線照射の有無を検

出する方法について、現状と課題

を解説 

等々力 節子 食品の放射線照射の有無を検知する技術 ぶんせき  1 722 04 食

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾚｰｻﾞ励起蛍

光 
紫外可視 
質量分析 
電気化学検

出 

マイクロチップ電気泳動 ぶんせき  12 728 04 ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ電気泳動法における試
料導入法、検出法、応用について

の進歩総説。 

大塚 浩二 

ｾﾝｼﾝｸﾞ FT-ICR-MS 井上 修平 フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴

質量分析 
ぶんせき  9 513 04 FT-ICR-MS法は広い質量範囲と

高い分解能での測定が可能であ

り、蛋白質などの分析にﾒﾘｯﾄ。本

報は測定原理、分解能、ｲｵﾝ生成、

ｲｵﾝ導入などについて解説 
ｾﾝｼﾝｸﾞ IRMS 奈良岡 浩 比 ぶんせき  8 456 04 GC－燃焼ー同位体比質量分析か

GC-熱分解ー同位体比質量分析
移行。数ﾅﾉﾓﾙの超微量有機分子

の安定同位体比の測定が可能（解

説） 

超微量有機分子の安定水素・炭素同位対

測定とその応用 ら

へ

ｾﾝｼﾝｸﾞ AAS,ICP-A
ES 
ICP-MS 

フローインジェクション分析 ぶんせき  9 528 04 検出として、ICP-MSや
ICP-AES、AASなどを用いたFIA
の方法についての進歩総説 

大島 光子 

ｾﾝｼﾝｸﾞ SERS 金 継業 局所表面分析のための表面増強ラ

乱ナノプローブ 
マン散  ﾋﾟｯｸｽ紹介 

表面増強ﾗﾏﾝ散乱と近接場光学顕

微鏡とを複合化した近接場ﾗﾏﾝ分

光計測でしようするﾅﾉﾌﾟﾛｰﾌﾞの

開発。 
光ﾌｧｲﾊﾞｰの先端をﾚｰｻﾞｰ溶融報で

00nmまで先鋭化し、その表面に
を島状に蒸着したﾌﾟﾛｰﾌﾞで、

106感度が増強 

ぶんせき  6 320 05 ﾄ

1
銀

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ cyclic 
voltammetr
y 

: 
ing of Picoliter Droplets 

and 
Analysis without Protection from 

Anal.Chem 76 2 458 04 1 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 150pLを任意の位置
に滴下するﾏｲｸﾛﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰを開発

し、Fast-Scan Cyclic 
Voltammetryの応用 

Ｓ．Ｎｅｕｇｅｂ

ａｕｅｒ 
Analysis in Ultarasmall Volumes
Microdispens

Evaporation 
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 導入 ｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝの過程で発生する

微粒子の粒径分布を揃える方法

としてﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞｰ法を検討 

試料 林 英男 レーザーアプレーション ICPMSにおけ
る試料粒子微細化の検討 

ぶんせき  7 410 05 ﾚｰ

ｾﾝｼﾝｸﾞ SERS  の   7 410 05 が数10nｍの金粒子の表面に
肪族ｱﾐﾄﾞを修飾した金ﾅﾉ粒子

を合成。この金ﾅﾉ粒子は微量の陰

イオンと結合することでSERM

高感度ｾﾝｻｰとして利用可能。 

蒲生 啓司 金ナノ粒子を用いた生体内陰イオン種

視覚化 
ぶんせき 粒径

脂

が著しく減少するので、陰ｲｵﾝの

ｾﾝｼﾝｸﾞ 光学顕微鏡 
用の計測 

ﾊﾞｲｵｱｯｾｲ法の

とにより、分子間の相互

石岡 寿雄 シリカ微粒子の凝集状態変化を利用した

分子間相互作

ぶんせき  7 411 05 粒子の分散状態や凝集状態を直
接観察することにより、高度な機

器を用いない簡易

提案。 
粒子表面を修飾する化合物を選

択するこ

作用の変化をい計測できる 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｾﾝｼﾝｸﾞ UV/VIS 前田 耕治 紫外可視吸収スペクトル用電解セルの新

しい工夫 
2 

ｴﾊﾞﾈｾﾝﾄ波で電極

ぶんせき  10 58 05 吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定用の電解ｾﾙにつ
いての報告 
ｽﾗﾌﾞ導波管を電極とし、入射光が

導波管の中を全反射しながら進

み、滲みだした

表面の吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙを測定 
ｾﾝｼﾝｸﾞ  今坂 藤太郎 Rainbow Stars－極限の超短パルス光発

生に挑む 
ぶんせき  10 583 05 超短ﾊﾟﾙｽ光（フェムト秒）ﾚｰｻﾞｰ

の開発 
ｾﾝｼﾝｸﾞ LIF、 

TLM 
北森 武彦 単一分子計測法 ぶんせき  9 506 04 

を計測する方法として、ﾚｰｻﾞ

法につい

µ空間（１ｆL）中に存在する単一
分子

ｰ誘起蛍光法、表面増強ﾗﾏﾝ散乱

法、根sつレンズ顕微鏡
て、原理と測定例を紹介 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 尾崎 幸洋 
強ラマン散乱 

ぶんせき  12 699 04 
吸着するkとによって生じる表面

5倍増大する。これに

ﾗﾏﾝ 金属ナノ粒子凝集体の表面に吸着した単

一分子の表面増

金属ﾅﾉ粒子や金属表面に分子が

増強ラマン散乱に共鳴ﾗﾏﾝ共鳴が

重なると、通常のﾗﾏﾝ散乱に比べ

1012～101
より単一分子ﾚﾍﾞﾙの振動分光が

可能。その原理、特長、応用例を

解説 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 鮎沢 大 病態を解析するプロテオミクス ぶんせき  11 600 05 病態ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽは、生体試料の調

製、蛋白質/ペプチドの分画、質量
分析、解析ソフト、蛋白質ﾃﾞ^-ﾀﾍﾞ

質量分析 

ｰｽ技術によって構成される。これ

らの各々についての解説 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 質量分析 明石 知子 タンパク質の構造解析法としての質量分

析 
ぶんせき  8 426 05 

同定

蛋白質の構造解析に用いられる

質量分析計について、ｲｵﾝ源と相

性の良い量分離部、蛋白質を

する方法などについて解説 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 電気化学検

出 
SPR 

丹羽 修 イスを用いたバイオセン

サーの高機能化 
ぶんせき  5 227 05 電気化学・光デバ ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰの要素技術と機能化に

関する解説 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 前処理 石田 晃彦 オンチップアフィニティークロマトグラ ぶんせき  5 258 05 的親和性に基づくｱﾌｨﾆﾃｨｸ

集積化分離 フィー 
生物学

ﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰをﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ上に

の紹介 
ｾﾝｼﾝｸﾞ  横井 邦彦 ストリッピングボルタンメトリー ぶんせき  3 141 05 ）、

濃縮・酸化溶出）、

ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ ASV（還元濃縮・酸化溶出法
AdSV（吸着
ACSVなどについての進歩総説 

ｾﾝｼﾝｸﾞ GE-XRF 
µXRF 

Kouichi Tsuji Grazing-Exit and Micro X-ray 
Fluorescence Anlyses for Chemical 
Microchips 

ANALYTICAL 
SCIENCES 

21 7 799 05 

CdClの標準液をﾁｯﾌﾟに

ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟの検出器として、

GE-XRF と µXRFを応用し、
CuSO4や
流して測定 

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ分光 永井 直人 テラヘルツ分光法の工業材料分析への応

用 
光学 34 9 465 05 

定例を紹介 

ﾃﾗﾍﾙﾂ分光法の原理と医薬品、絶

縁体薄膜、ﾎﾟﾘﾏｰ、ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、

ｼﾘｺﾝｳｴﾊｰなどの即

ｾﾝｼﾝｸﾞ 
ｰｼﾞﾝｸﾞ 

 光学 34 9 475 05 
するｴ

ｵ関連材料

ﾃﾗﾍﾙﾂ分光 
ｲﾒ

法澤 公寛 バイオ関連材料のテラヘルツ分光 ﾃﾗﾍﾙﾂ帯は生体関連試料の水素結

合や蛋白質相互作用に相当

ﾈﾙｷﾞｰ領域であり、ﾊﾞｲ

への応用が期待される。ﾃﾗﾍﾙﾂ分

光とﾃﾗﾍﾙﾂｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞについて紹介

ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ分光 深澤 亮一 と分析化学 ぶんせき  6 290 05 テラヘルツ時間領域分光法 ﾃﾗﾍﾙﾂ時間領域分光法の原理と材

料分野、食品分野、農業分野、ｾｷ

ｭﾘﾃｨ分野、ﾊﾞｲｵ分野、医用分野な

どへの応用の可能性を紹介 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ分光 大谷 知行 テラヘルツ波の利用技術の進展 光学 34 9 450 05 ﾃﾗﾍﾙﾂ波の利用技術に関する解

説。 
欧米の技術開発動向、ﾃﾗﾍﾙﾂ発生

器、郵便物内の薬物検査などを紹

介 
ｾﾝｼﾝｸﾞ 超音速分子

ｼﾞｪ 
ｯﾄ分光 

今坂 藤太郎 析 －基礎か

らダイオキシン分析への応用まで－ 
分析化学 50 1 3 00 

。

超音速分子ジェット分光分 超音速分子ｼﾞｪｯﾄ分光法の原理と

分析化学への応用について解説

方向俗化合物、ｱﾐﾉ酸、ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ、

ﾎﾟﾘﾏｰ熱分解物、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類などの

測定例を紹介 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾚｰｻﾞｰ光散乱 

分光法 
澤田 嗣郎 レーザー光散乱分光法の新展開 分析化学 54 6 427 05 時間分解準弾性ﾚｰｻﾞｰ散乱法と電

子増強ﾗﾏﾝ散乱法の原理と応用を

に解説ついて報告。 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｾﾝｼﾝｸﾞ ﾏｲｸﾛｱﾚｲ 

ﾌﾟﾛﾃｲﾝﾁｯﾌﾟ 固定化・ｱﾚｲ化する

目的

きる。 

藤原 一彦 自己組織化プロテインマイクロアレイ ぶんせき  4 201 05 細胞から取り出した蛋白質を化
学修飾により

従来法と異なり、無細胞蛋白質合

成をｱﾚｲ上で行い、合成された蛋

白質を抗体と結合させる方法（核

酸ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｲﾝｱﾚｲ）。

とする蛋白質をアレイ上で自己

組織化で

ｾﾝｼﾝｸﾞ 分子認識 レオチドプローブを用

いた遺伝子解析 

のｵﾘｺﾞ

蛍光 
佐竹 弘行 蛍光性オリゴヌク ぶんせき  4 201 05 近年、ﾀｰｹﾞｯﾄとなるDNAと相互作

用することにより蛍光強度が増

大する蛍光性ｵﾘｺﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞが開発

されて、一塩基多型（SNPｓ）の
検出に使用されている。こ

ﾇｸﾚｵﾁﾄﾞに選択性を持たせること

により、DNAの４塩基のﾐｽﾏｯﾁを
検出可能 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 蛍光 文珠四郎秀昭 単一分子の分子配向の解析 ぶんせき  1 44 05 

子のみが存在する条件で

単一分子の三次元的な配向を解

析。 
励起光を開口数の大きな対物ﾚﾝ

ｽﾞを用いて小さく絞り、励起ｴﾘｱ

に一分

同じ対物ﾚﾝｾﾞで蛍光ｲﾒｰｼﾞを高感

度CCDｶﾒﾗで観察し蛍光の角度分
布を見る 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 
 

FIA 石井有意 FIAにおけるユニバーサルデザイン化 
ーアルミニウム測定用循環式FIAをモデ

第４６回ﾌﾛｰｲﾝ

ｼﾞｪｸｼｮﾝ分析分

講演

要旨集 

 46 19 05 
する

ルにー 析講演会・

FIAにおけるユニバーサルデザイ
ン化の要件とその実現に関

報告 

ｾﾝｼﾝｸﾞ 電気泳動 
蛍光 

細川和生 PDMSの特性を活かした自律型マイクロ
チップ 

高分子 54 8 562 05 
ﾁｯ

MSに溶解すること
によりﾏｲｸﾛ流路が減圧になり溶

ﾎﾟﾘｼﾞﾒﾁﾙｼﾛｷｻﾝ（PDMS）のガス
溶解性を利用した新しいﾏｲｸﾛ

ﾌﾟ電気泳動法を開発。ﾏｲｸﾛ流路内

の空気がPD

液が流路内に注入される。ﾎﾟﾝﾌﾟ

レスの送液方法。 
ｾﾝｻｰ クーロメト Jacqelline K. Single-base mismatch detection based 

NA 
Nucleic Acids 27  4830 99 気化学ＤＮＡセンサー

介

メディエーターを

 

リー Barton et al. on charge transduction through D Res. 
従来の電

とは全く違った角度から、ＤＮＡ

が電子移動を担うことを前とし

て、その性質を利用したＤＮＡ一

塩基ミスマッチの検出法を紹

する。具体的には、金電極にＤＮ

Ａを自己組織化させることで絶

縁し、ＤＮＡに

相互作用させることで”ＤＮＡを
介して”電流応答をとり、ここか
ら金電極とメディエーターの間

にある塩基スタッキングの状態

を評価する。

ｾﾝｻｰ クーロメト

リー 
Jacqelline K. 
Barton et al. 

 
interactions on DNA-modified surfaces 

e biotech.An electrical probe of protein-DNA Natur 20  282 02 ＤＮＡが電子移動を担うことを
前として、その性質を利用したＤ

ＮＡー蛋白質複合体の相互作用

を検出法を紹介する。具体的に

は、ＤＮＡを電気化学的デバイス

の一つとして用いるものである。

ｾﾝｻｰ ＱＣＭ Yi Fu and Harry 
O. Finklea 

Quartz Crystal Microbalance Sensor for 
Organic Vapor Detection Based on 
Molecularly Imprinted Polyme

Anal. Chem.  75  5387 03 

lar imprinting 

せた。今回の研究では、QCM

rs 

空気中にある有機分子を分析す

るためにselective sensorを用い、
リアルタイム計測を行った。水晶

振動子（QCM)の表面に
molecu
polymer(MIP)を施し、認識対象
である分子を鋳型とし、選択性を

持た

に高選択的吸収・吸着反応が可能

なMIPを固定して高精度の新規
ガスセンサの開発を目的とした。

ｾﾝｻｰ 蛍光分光光

度計 
Seiichi 
Nishizawa, 

Yoshimoto, 
Takehiro Seino, 

Fluorescence detection of 
cytosine/guanine transversion based on 

d 

Talanta 63  175 04 
でいるabasic 

)突然変異

Keitaro a  hydrogen bond forming ligan

オリゴデオキシヌクレオチド

(ODNs）を含ん
site(AP site) を組み合わせて、が
ん抑制遺伝子 p53 の 
cyrosine©/ グアニン(G
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
Chun-Yan Xu,  
Masakazu 
Minagawa, 
Hiroyuki Satake, 
Aijun Tong, and 
Norio Teramae 

シーケンスの蛍光検出のために

配位子(2アミノフェノール-7-メ
チル

-1,8-naphthyridine(AMND))を
形作る水素結合の潜在的な使用

を実証する。 
ｾﾝｻｰ Constant 

current 

sis 

Emil Palecek, 
Michal Masarik, 

Dirk 
Kuhlmeier, Jorg 
Hassmann, and 
Jurgen Schulein 

Sensitive Electrochemical 
Determination of Unlabeled MutS 

A 

Anal. Chem.      04 
システムで重

いて電気化学的に検

 Constant current 

stripping 
analy

Rene Kizek, Protein and Detection of Point 
Mutations in DN

MutS タンパク質が原核と真核
細胞でＤＮＡ修複

要な役割を果たす。それは二重鎖

のＤＮＡのunpairとmispair塩基
を認識し、そしてin vitroのポイン
トミューテーションの検出のた

めに使われることができる。 
我々はこのタンパク質の小さい

量が何も標識化なしで水銀と炭

素電極にお

出されることができることを示

した。

stripping analysis（CPSA）と水
銀電極を用いることにより、この

タンパク質の attomolesの10倍 
が検出されることができる。炭素

電極においての定量感度は３桁

以上低い 
ｾﾝｻｰ FPD(フラッ

ト・パネル・

ディテクタ

ー) 

(松本歯
大 総合歯科医研) 

2

T」について 

59   

を受ける半導体だけで構

成されている。この3DX-FPDは

度高くな

新井嘉則, 臨床理工講座 最新のFPDを採用した第
世代の歯科用小型X線CT「3DX multi 
micro C

日本歯科評論 7 103 05 歯科用X線CT。構造はシンプル
で,X線を入射して蛍光する面と,
その光

直径4cm×高さ4cmと直径6cm×
高さ6cmの撮像領域を切り替え
ることが可能になり,解像力は従
来のものより格段に改善された。

1検査に対する被曝線量について
は,4cm×4cmの場合が従来と同等
で,6cm×6cmでは4倍程
ったが,撮像領域も広くなったの
で,領域あたりの被 曝線量は同等
である。 

ｾﾝｻｰ PET 清水成宜, 蔵重和
央, 碓井達也, 志
村直明, 鎌田充志, 
軍司章弘, 
SENGUTTUVA
NN., 住谷圭二, 
石橋浩之, (日立化
成工業) 

PET用シンチレータ NIRS－M (Natl 
Inst Radiol Sci)

NO. 
178 

 85 05 

い成分からなり,

PET用シンチレータとして
(Lu,Gd)2SiO5(LGSO)結晶を開
発した。LGSOはLSOとGSOの混
合結晶で,立上り時間や減衰時間
が速く,蛍光出力が高い。γ線感度
はGSOよりも高かった。蛍光の立
上り時間は<1ns,蛍光出力はGSO
の1.5倍であった。しかし,蛍光曲
線は数10ns程度の速い成分と数
100ns程度の遅
遅い減衰成分が大部分を占めた。

ｾﾝｻｰ 量子

ドット(FQD) YANG H, 
HOLLOWAY P 
H, STANLEY J 
T, MERICLE R 

Fluorescent, Radio-Opaque, and 
Paramagnetic CdS:Mn/ZnS Quantum 
Dots: A Multifunctional Probe for 
Bioimaging 

Soc 
  1656 05 

ペプチ

付着で

 蛍光性 SANTRA S, 

A, (Univ. Florida, 
Florida) 

Synthesis of Water-Dispersible J Am Chem 蛍光性量子ドット(FQD)の機能
性と構造,組織面での展開に注目
し,生体内での生体標識(例:MRI,
コンピュータトモグラフィー)と
しての利用が可能なFQDについ
て,その合成と特性化及び蛍光,X
線透過,磁性プローブとしての特
性の測定に基づいて検討した。こ

のFQDには,DNA,蛋白質,
ド,抗体などの生体分子を
き,生体内環境で安定なことを特
徴とする。このFQDの生体画像化
への有用性(TATペプチドへの接
合,ラットの脳の柔組織と血管の
染色など)についても明らかにし
た。 

ｾﾝｻｰ ｱﾝﾍﾟﾛﾒﾄﾘ 高本 雅代 いた電気化学  と

を利用

ポリオキソメタレートを用

センサー 
ぶんせき  2 96 05 ﾎﾟﾘｵｷｿﾒﾀﾚｰﾄは遷移金属イオン

酸素さん酸ｲｵﾝや金属イオンと縮

合した多核錯体であり、多電子可

逆酸化還元を受ける特長

して硝酸ｲｵﾝや亜硝酸ｲｵﾝなどのｾ
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ﾝｻｰとしての展開が可能 

ｾﾝｻｰ 総説 生体物質の電気分析化学 ぶんせき  2 90 05 加納 健司 電気化学的ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰに関する進

歩総説 
ｾﾝｻｰ 局在ﾌﾟﾗｽﾞ

共鳴 
ﾓﾝ ン  3 上野 貢生 金属ナノ構造体表面での局在プラズモ

共鳴と増強ラマン散乱を用いたセンシン

グ 

ぶんせき  3 15 05 金属ﾅﾉ構造体表面で発生する局
在ﾌﾟﾗｽﾞﾓﾝ共鳴の電場増強効果を

利用したﾊﾞｲｵｾﾝｻｰの特性と動向

を解説 
ｾﾝｻｰ ｲｵﾝ選択性電

極 
ニュートラルキャリヤー型イオンセンサ

ー 
ぶんせき  6 308 05 

歩

木村 恵一 ﾆｭｰﾄﾗﾙｷｬﾘﾔ型ｲｵﾝｾﾝｻｰは６０年代

から研究されており、最近の進

についての総説。 
ｾﾝｻｰ QCM 岡畑 恵雄 分子認識と酵素反応を重さで測る ファルマシア 41 2 155 05 

ﾎﾟﾘ

生体間相互作用を計測する方法

の一つである水晶発振子ﾏｲｸﾛﾊﾞﾗ

ﾝｽ法の解説。原理とDNA二本鎖へ
の低分子化合物の結合、DNA
ﾒﾗｰｾﾞによるDNA鎖伸長反応の解
析などを報告 

ｾﾝｻｰ SPR 森岡 弘志 表面プラズモン共鳴（ＳＰＲ）テクノロジ

ー 
ファルマシア 41 2 149 05 SPR法の原理、特長、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

を解説 
ﾃﾞｰﾀ解析 生物ﾙﾐﾈｯｾﾝｽ ISHIURA 

Masahiro et al 
RAP, an integrated program for 
monitoring bioluminescence 

Anal Biochem 340 2 193 05 
ための統合周期解析

andanalyzingcircadian rhythms in real 
time 

日周期生物ルミネセンスデータ

を処理する

プログラム(RAP)を開発した。
DNAアレイ実験やノーザン及び
ブロット法などによって得られ

た他のデータも解析できる。 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 
ﾃﾞｰﾀ解析 

ﾃﾗﾍﾙﾂ FUKASAWA 
Ryoich et al 

Component spatial pattern analysis of 
chemicals by use 
oftwo-dimensionalelectro-optic terahertz 
imaging. 

Appl Opt 44 25 5198 05 ﾃﾗﾍﾙﾂ波を利用した画像解析技
術。荷物の中に隠された違法薬物

の検出に有効 
二次元電気化学ﾃﾗﾍﾙﾂｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ法

で透視ﾃﾗﾍﾙﾂ画像を収集し、化学

品の成分空間をﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 田井野徹 他 超伝導トンネル接合素子(STJ)を用いたテ

ラヘルツ・イメージング(2) 
応用物理学会学

術講演会講演予

稿集 

66th 1 203 05 超伝導ﾄﾝﾈﾙ接合素子を用いたﾃﾗﾍ
ﾙﾂｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 清水成宜 蔵重和

ギー加

速器研究機構) 

 次世代PET装置開発研究の進捗状
ータ 

－ 172  25 04 は単結晶シンチレー

つ低

PET , 
央, 吉田和宏, 軍
司章弘, 鎌田充志, 
志村直明, 
SENGUTTUVA
N N, (日立化成工
業) 石井満, (湘南
工科大) 小林正明, 
(高エネル

第1部
況 (3) PET用シンチレ

NIRS M (Natl 
Inst Radiol Sci)

PET装置で
タ素子が用いられ,高性能か
コストなシンチレータが求めら

れている。GSOはエネルギー分解
能,蛍光減衰時間,化学的安定性,特
性の均一性に特に優れている。直

径100mmの割れのないGSO結晶
の育成に成功し,蛍光出力,エネル
ギー分解能,および蛍光減衰時間
を測定し,特性の均一性が非常に
高いことが分かった。また,大型の
Zr添加GSO結晶の育成に成功し,
シンチレーション特性を評価

し,GSOに比べ蛍光出力が20%向
上することが明らかになった。 

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ 
o QC applications 

Laser Focus 
World 

41 7 109 05 CARTS-POWEL
L Yvonne 

Terahertz imaging brings new 
capabilities t

非破壊検査（VIS,UV,IR,X線）で
遠赤外～ﾏｲｸﾛ波を利用。ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

爆弾や医薬品錠剤の検査に有効。

錠剤内部の構造も画像化可能 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ PEPPER Michael 

et al 
3D Chemical mapping using terahertz 
pulsed imaging 

Proc SPIE Int 
Soc Opt Eng 

5727  24 05 開発したﾃﾗﾍﾙﾂ・ﾊﾟﾙｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃ
ﾑを用い、試料から反射したﾃﾗﾍﾙﾂ

放射を時間領域でﾋﾟｸｾﾙごとに測

定し、FT変換し3Dの化学物質マ
ッピングを構築 

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ﾃﾗﾍﾙﾂ ABBOTT Derek 
et al 

Terahertz Phase Contrast Imaging Proc SPIE Int 
Soc Opt Eng 

5649 Pt.2 768 05 位相差顕微鏡の技術をﾃﾗﾍﾙﾂに応
用（予備調査段階） 

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ テラヘルツ KAWASE Kodo  Terahertz wideband spectroscopic 

ionalelectro-optic sampling 
 

Appl Phys Lett 86 14 1411 05 の電気光学サンプリング
imaging based on 
two-dimens
technique

09 
二次元

法に基づくTHz分光イメージン
グ装置の帯域幅を広げた。ZnTe
結晶で形成した光整流エミッタ

を用いて,2.0THz以上の高周波数
成分を検出した。 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ SPR YOON H C  Multichannel Surface Plasmon 

Resonance Imaging and Analysis 
ofMicropatterned Self-Assembled 
Monolayers and Protein 

Langmuir 21 1 166 05 
(2D-SPR)イメージング系を用い
て11-メルカプトウンデカン酸と
11-メルカプト-1-ウンデカノール

的インターフェロン

γ)/anti-IFN-γ

の紫外光分解を用いて

することが

AffinityInteractions 

二次元表面プラズモン共鳴

の自己組織化単分子層ならびに

生物特異

-γ(IFN- 抗体免疫親

和性相互作用のマルチチャンネ

ル像を観測した。自己組織化単分

子層のマイクロパターンはチオ

ール結合

作製した。偏光解析法を用いて単

分子層の厚さ変化をサブナノメ

ータスケールで識別

できた。 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ SEM Wenju Feng, 

Susan A. 
Rotenberg, and 
Michael V. 
Mirikin 

Scanning Electrochemical Microscopy of 
Living Cells. 5. Imaging of Fields of 
Normal and Metastatic Human Breast 
Cells 

Anal. Chem.  75  4148 03  

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 
Raghunand, 

Shanrong Zhang, 
and Robert J. 
Gillies 

t-Enhanced MRI Resonance in
MRI Natarajan 

Christine 
Howison, A. 
Dean Sherry, 

Renal and Systemic pH Imaging by 
Contras

Magnetic 
 

Medicine 

49  249 03  

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ UV/VIS 蔦 瑞樹 スペクトロイメージングによる食品の品 ぶんせき  8 468 05 

例を紹介。ﾌﾞﾛｲﾗｰ

質管理 
分光分析のｽﾍﾟｸﾄﾙ情報と位置情

報を併せもつﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙの計測

（ｽﾍﾟｸﾄﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ）を食品の品質

管理に応用した

に人為的に付けられた汚染部位

の計測し、品質管理の有効性をﾃｽ

ﾄ 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 走査型電気

化 
学顕微鏡 

の微小電極を

用いて、神経細胞の形状(凹凸）を

根岸 貴幸 走査型電気化学顕微鏡による神経細胞の

イメージング 
ぶんせき  8 467 05 走査型電気化学顕微鏡において、

１µｍφのリング状

観察 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 蛍光 知る  8 482 04 中園 学 量子ドットを用いて癌移転を ぶんせき 半導体ﾅﾉ結晶の一種である量子

ﾄﾞｯﾄはﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟの閾値より高

いｴﾈﾙｷﾞｰの光は全て吸収するが、

発光はﾄﾞｯﾄのサイズによって決

まっている。この量子ﾄﾞｯﾄを化学

的に修飾して検体に注入すると

前哨ﾘﾝﾊﾟ節の検出が可能。近赤外

領域で使用可能 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 蛍光 大きな２光子吸収断面積を有する金属イ

オン認識蛍光プローブ 
ぶんせき  9 514 05 棚村 好彦 二光子吸収は近赤外ﾚｰｻﾞｰで励起

して蛍光観察が可能となるので、

励起光の透過性や励起ﾚｰｻﾞｰの選

択などで有利な方法であり、注目

されている。今後、二光子吸収を

起こし易い分子の設計と合成が

課題である。 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 原子間力 

顕微鏡 
 S  Nov

. 
27 05 安藤敏夫 高速AFMで生体分子の共同を撮る BIONIC AFMは蛋白質分子をﾅﾉ解像度で

観察可能であるが、１画面を取得

するのに分単位の時間が必要で

あった。 
画面を数十ﾐﾘ秒で取得する高速

化と試料への優しさを実現した

高速AFMの紹介 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 原子間力 影島賢巳 ﾀﾝﾊﾟｸ質の力学ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙをはかる BIONICS  Nov 32 05 白質の立体構

報取得へ

 

顕微鏡 . 
AFMを用いて、蛋
造が持つ力学的性質やﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｽﾀﾞｲﾅﾐｸｽといった情

の可能性を紹介

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 蛍光 梅澤喜夫 PIP3の可視化動態分析 実験医学 22 15 2141 04 生きた細胞内でﾎｽﾌｧｼﾞﾙｲﾉｼﾄｰﾙ
3,4,5-三リン酸の動態を時空間可
視化分析を実現する蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

を開発。 
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 蛍光 Y.Umezawa   nitric 

5 
鳴エImaging the nanomolar range of

oxide with an amplifier-coupled 
fluorescent 
indicator in living cells 

PNAS 102 41 1451 05 生きた細胞内でNOを蛍光共
レルギー移動法で測定。 
定量下限0.1ｎM 

ｼｽﾃﾑ化 テラヘルツ Goossen.K et al ertz Imaging 
System 

AD rep A 436
127

13 05 Fabrication of a Terah テラヘルツ画像処理システムの

研究開発 
テラヘルツビームを生成・検出・

処理するシステムを完成し、プリ

ント基板、カーボンナノチュー

ブ、DNAなどの各種試料の侵入ま
たは透過画像を製作・解析した 

ｼｽﾃﾑ化 ｲﾑﾉｱｯｾｲ KRASCSENITS 
Zoltan et al  

Biosensors for unattended, cost-effective 
and continuous monitoringof 
environmental pollution: Automated 
Water Analyser Computer 

Int J Environ 
Anal Chem 

85 12/1
3 

837 05 

0ｐｇ/ｍｌ 
SupportedSystem (AWACSS) and River 
Analyser (RIANA) 

環境汚染監視、無人・連続・ｺﾝﾋﾟ

ｭﾀ支援・低ｺｽﾛの水質分析ｼｽﾃﾑ 
対象は環境ﾎﾙﾓﾝ及び農薬。検出下

限：0.2～6.

ｼｽﾃﾑ化 QCMｲﾑﾉｱｯｾ
ｲ 

izationUsing Cross-Linked 

Langmuir 21 13 5966 05 水晶振動子の金結晶上に抗原やﾏ
ｰｶｰを固定し、抗原抗体反応を

QCMで測定 感度25ng/mL 

SCOTT George et 
al 

Real-Time QCM-D Immunoassay 
through Oriented Antibody 
Immobil
Hydrogel Biointerfaces 

ｼｽﾃﾑ化  YARMUSH M
L.. et al 

. or 
Activity 

inEmbryonic Stem Cells 
Bioeng Conf 

ｳｨﾙｽﾌﾟﾗﾐﾄﾞを使用して、アルブ

ミンのﾘｱﾙﾀｲﾑ発現ﾚﾍﾞﾙを解析す

るｼｽﾃﾑ 
細胞ー細胞相互作用や細胞成分

成熟の解析の可能性 

Molecular Engineering Approaches f
Quantifying Hepatic Gene

Proc IEEE 
Annu 
Northeast 

31st  209 05 非

ｼｽﾃﾑ化  発現ディスプレイによる酵素活性の網羅

的解析 
化学 60 6 64 05 酵素機能の網羅的解析法 ﾘﾎﾞｿｰ

ﾑﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、酵素活性ﾌﾟﾛｰﾌﾞ、DNA
松浦和則  

ﾏｲｸﾛｱﾚｲを組み合わせた 
ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄなこう祖のﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解

析を行なう「発現ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ」の開

発 
ｼｽﾃﾑ化 テラヘルツ HOSAKO I  Photonics Technologies  Optical Thin 

Film Technology Used in theTerahertz 
Frequency 

J Natl Inst Inf 
Commun 
Technol 

51 1/2 87 05 

～数十µmの膜厚を要する

多層構造中の各層は,光領域で用
いられる被膜よりはるかに厚く,
数µm
ので,THz領域で用いる多層光被
膜の製造法を開発した。 

システム 
スコ 光

レン

ストモグラ

フィー

(SOCT) 

XU C, YE J, 
MARKS D L, 

 S A, 
(Univ. Illinois at 
Urbana-Champai
gn, Illinois) 

Near-infrared dyes as 
contrast-enhancing agents for 

tomography 

Opt Lett   1647 04 
ィー(OCT)画像の低いコン

収スペクトルが

スペクトロ

ピー

コヒー BOPPART spectroscopic optical coherence 

生体組織の光コヒーレンストモ

グラフ

トラストを増強するために,スペ
クトロスコピー光コヒーレンス

トモグラフィー(SOCT)が開発さ
れたが, SOCTにはOCTで一般に
用いられるレーザ波長帯域にお

いて殆どの生体組織がスペクト

ル活性でないことによる限界が

伴う。この場合,吸
OCT光源のスペクトルに収まる
近赤外色素を利用すると,コント
ラストの増強が可能になる。そこ

で, SCOTへの近赤外色素の利用
を試み,その効果を実証した。 

システム 蛍光光拡散

トモグラフ

MILSTEIN A B, 
OH S, (Purdue 

USA) 
 

BOAS D A, 
(Harvard Medical 
School, MA, 
USA) MILLANE 
R P, (Univ. 
Canterbury, 

rch, 
NZL) BOUMAN 
C A, WEBB K J 

Fluorescence optical diffusion 
tomography using multiple-frequency 

J Opt Soc Am 
A 

  1035 04 
の生体組織の撮

が悪いなどの問題が

。この方法で

ルを利用した。

品質が改善された。多

重変調周波数を利用する利点を

論じた。 

ィー法 Univ., IN, 
STOTT J J,

Christchu

data. 

光拡散トモグラフィー(ODT)は,
脳や腫ようなど

像の分野において興味をもたれ

ている測定法である。これまでは

主に単一の周波数が利用されて

いたが,画質
あった。そこで,多重周波数データ
を用いた蛍光光拡散トモグラフ

ィー法を提案した

は,Bayes推定と非線形オプティ
マイザによって,蛍光の収率や寿
命を再生するため,周波数ドメイ
ン拡散方程式モデ

計算機シミュレーションやラボ

実験により,この方法を実証した。
多重周波数を用いることにより,
画像再生の
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
システム 放射光X線吸

収と蛍光CT
の組み合わ

せ 

SIMIONOVICI 
A, GILLET P, 
(ENS Lyon, Lyon, 

R, 
(CEA-Grenoble, 
Grenoble, FRA) 
RAU C, 
CHUKALINA M, 
(European 

), 
Grenoble, FRA) 

ralogy 
eter scale 

eral 
の鉱

ダーの精度で

かつ内部に進入せず非破壊で3次

射光を用いNWA817

LEMELLE L, 

FRA) TRUCHE 

Synchrotron 
Radiation 
Facility (ESRF

A new nondestructive X-ray method for 
the determination of the 3D mine
at the microm

Am Min   547 04 放射光X線吸収と蛍光CTの組み
合わせはサブミリオーダー

物をミクロンオー

元組織を決定できる新しい方法

である。放

火星いん石中のオリビン粒に対

してCT測定を行った。ネットワ
ーク状の割れ目や数ミクロンの

厚さの層状構造が粒子内部にみ

られた。今回得られた情報は準定

量的な3次元の鉱物学的データを
得るには十分な精度があり,以前
EPMAにより得られたデータと
よく一致している。 

システム シンクロト

光分析

(µSRXRF)お
び断層撮

影法

(µSRXRFT)
を組み合わ

せた手法 

CAMERANI M 

almers Univ. 
Technol., 

) 

I A, 
SIMIONOVICI A 
S, (European 
Synchrotron 

Facility (E , 
Grenoble, FRA) 

 
Anal Chem   1586 04 都市固形廃棄物およびバイオマ

よ

によってFA単粒子内の

。

単粒

よって2D内部元素分布像が

ロン放射誘

起マイクロX
線蛍

よ

C, STEENARI 
B-M, PANAS I, 
(Ch

Goeteborg, SWE
GOLOSIO B, 
SOMOGY

Radiation 
SRF)

X-ray Fluorescence Tomography of 
Individual Municipal Solid Waste and
Biomass Fly Ash Particles 

スのフライアッシュ(FA)単粒子
内の元素の2D分布の測定のため
にシンクロトロン放射誘起マイ

クロX線蛍光分析(µSRXRF)お
び断層撮影法(µSRXRFT)を組み
合わせた手法を検討した。走査

µSRXRF
Cd元素分布は不均一であり,内部
分布は得られなかった

µSRXRFTによるスポットサイズ
が2×5µm`2´のマイクロビームの
回転-併進走査によってFA 子

の連続測定が可能であった。改良

同時的代数再構築法アルゴリズ

ムに

得られ,他の測定元素の位置と共
にCd含有領域のサイズと位置が
得られた。これらの結果からCd
濃度はFA単粒子の表面より芯中
に高濃度であった。両FAにおい
てCa含有マトリックスが主要な
Cd担持相であることが分かった。

システム 

と

Comptonミ
クロトモグ

ラフイーを

同時測定し

た。 

(European 
Synchrotron 
Radiation 
Facility, 
Grenoble, FRA) 
LEMELLE L, 
(ENS Lyon, Lyon, 
FRA) 

bined 
microtomographies 

Appl Phys Lett   2199 04 透過トモグ

ラフィー,X
線蛍光トモ

グラフィー

( XRFT)

GOLOSIO B, 
SOMOGYI A, 
SIMIONOVICI 
A, BLEUET P, 
SUSINI J, 

Nondestructive three-dimensional 
elemental microanalysis by com
helical x-ray 

X線ミクロビームを螺旋状に走査
して透過トモグラフィー,X線蛍
光トモグラフィー( XRFT)と
Comptonミクロトモグラフイー
を同時測定した。これらの測定に

より得られた情報を複合化する

最近開発された方法を用いて,微
量濃度まで三次元的な元素組成

マップが得られた。三次元的な定

量的な元素分布もサブµm分解能
で得られることを明らかにした。

システム Raman散乱

(LIF)線の撮
像を組合せ

た。 

KARPETIS A N, Laser imaging system for determination 
ents in 

Opt Lett   355 04 
線,Rayleigh
散乱線およ

びCOレーザ
誘起蛍光

SETTERSTEN T 
B, SCHEFER R 
W, BARLOW R 
S, (Sandia 
National Lab., 
California) 

of three-dimensional scalar gradi
turbulent flames 

乱流炭化水素火炎中の三次元

(3D)スカラー勾配を測定するた
めの撮像装置について報告した。

Raman散乱線,Rayleigh散乱線お
よびCOレーザ誘起蛍光(LIF)線
の撮像を組合せて,炭化水素炎の
主用成分,温度,混合ゆらぎ,スカラ
ー散逸の一次元サロゲートの単

一ショット同時測定を可能にし

た。一方,OHについては二つの交
差する平面LIF測定を同時に行う
ことで,瞬時火炎の方向を決定し
た。この方法により単一ショット

での乱流火炎の一定領域の完全

3Dスカラー散逸の評価が可能に
なった。 

システム 光コヒーレ

ンストモグ

ラフィー

(OCT)とレー

TUMLINSON A 
R, HARIRI L P, 
UTZINGER U, 
BARTON J K, 
(Univ. 

Miniature endoscope for simultaneous 
optical coherence tomography and 
laser-induced fluorescence 
measurement. 

Appl Opt   113 04 

た系を設計した。

直径2.0mmの内視鏡パッケージ
において,光コヒーレンストモグ
ラフィー(OCT)とレーザ誘起蛍光
(LIF)を結合し
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
ザ誘起蛍光

(LIF)を結合
した系を設

計した。 
,

Arizona,AZ, 
USA ) 

OCTから,6mmの場におい
て,18µmの分解能で,断面構造の
情報を得た。LIFスペクトルから
組織内化学情報を得た。円筒形の

窓に起因したOCTビームの非対
称を低減するため,ロッドプリズ
ムの利用を提案した。 

システム 光学的プロ

ーブを選択

し,直径1 mm
の大きさの,
空間的に離

れたマウス

肺腫ようを

検出。 

TO

Use of gene expression profiling to direct 
in vivo molecular imaging of lung 
cancer 

Proc Natl Acad 
Sci USA 

  1440
4 

05 

に離れた

可能

GRIMM Jan, 
KRISCH David 
G., WINDSOR 
Stephen D., 
NTZIACHRIS
S Vasilis, ????? 
WEISSLEDER 
Ralph, (Harvard 
Medical School, 
MA) ????? 
KIRSCH David 
G., KIM Carla F. 
Bender, 
SANTIAGO 
Philip M., 
JACKS 
Tyler, ????? 
(Massachusetts 
Inst. Technol., 
MA) 

遺伝子発現プロファイリングを

用い,ヒト肺腺癌のマウスモデル
でカテプシンシステインプロテ

アーゼが著しくアップレギュレ

ートされていることを見出した。

カテプシンにより活性化される

光学的プローブを選択し,直径1 
mmの大きさの,空間的
マウス肺腫ようを検出した。蛍光

シグナルの3Dマップを作成し,そ
れらを解剖学的コンピューター

断層撮影画像と併せ,蛍光シグナ
ルと腫ようの間の密接な相関を

示した。同じマウスで連続的に得

られた画像を用い,腫ようの進行
を追跡できた。遺伝子発現プロフ

ァイリングを利用し,肺癌を造影
するための分子標的が同定

である。 
システム 非均質性拡

散媒質の蛍

光トモグラ

フィー 
NTZIACHRISTO
S Vasilis, 
(Harvard Medical 
School, MA,USA) 
RIPOLL Jorge, 
(Foundation for 
Res. and 
Technol.-Hellas, 
Heraklion,GRC) 

Accuracy of Fluorescent Tomography in 
the Presence of Heterogeneities: Study 
of the Normalized Born Ratio 

IEEE Trans 
Med Imaging  

 

 1377 05 SOUBRET 
Antoine, 

非均質性拡散媒質の蛍光トモグ

ラフィーの性能を調べた。平行平

板撮像装置とフィルタ付CCDカ
メラを用いて実験を行った。バッ

クグラウンドの非均質性のレベ

ルを模擬するために,様々な吸収
分布を組合わせた複数の吸収体

で囲まれた蛍光管からなるファ

ントムを用いた。また,膜のような
低吸収率層の影響も調べた。正則

化したBorn近似は高いバックグ
ラウンド非均質性でも蛍光色素

の位置と形状を正確に抽出でき

ることを示した。 
システム , 

, 
小太

よる細胞骨格の応力推定 
Med Imaging 
Technol 

  234 05 が

として,マイクロニードルを用い

共焦点レー

ザ顕微鏡 
森崎想, 佐藤哲大
小谷俊彰, 中尾恵
杉浦忠男, 湊
郎, (奈良先端科学
技術大学院大) 

共焦点レーザ顕微鏡を用いた負荷印加に 生体組織の疾患では,その形状
系時的に変化する。そこで,細胞の
状態変化を定量的に表す指標と

して細胞の力学的特性に着目す

る。本研究では,単一細胞に負荷を
加えながら,共焦点レーザ顕微鏡
でその3次元断層画像を取得し,細
胞骨格の応力を測定するシステ

ムを提案する。その基礎システム

て細胞骨格の変位とニードルの

たわみを計測するシステムを開

発した。 
システム 

, 

SOUBRET 
Antoine, 
NTZIACHRISTO
S Vasilis, 
(Harvard－MIT 
Div. Health Sci. 
and Technol. 
Biomedical 
Optics Summer 
Inst., MA, USA) 

S 

FL, USA) 

Effects of background fluorescence in 
fluorescence molecular tomography. 

 Appl Opt   5468 05 

に,原データから平均

蛍光分子性

トモグラフ

ィー(FMT) 

GAO Melisa, 
LEWIS George
TURNER 
Gordon, 

GAO Melisa, 
(Princeton Univ., 
NJ, USA) LEWI
George, (Univ. 
Miami, 

蛍光分子性トモグラフィー

(FMT)は最近開発された結象法
で,遺伝子などの機能を可視化す
る方法として注目されている。光

学結像系や蛍光プローブの改良

により,生体組織内のプロテオミ
クスを可視化する方法が改善さ

れた。背景蛍光の効果を補正する

ために,空間均質および不均質な
ファントムから得られたバルク

測定結果に対して三次多項式を

フィットすることを利用した。画

像再生の前

蛍光応答を減算することにより,
画質や定量精度が改善されるこ

とが分かった。この減算法は非特

異性のバックグラウンド蛍光分
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 巻 号 頁 年 概要 
TURNER 
Gordon, 
SOUBRET 
Antoine, 
NTZIACHRISTO
S Vasilis, 
(Massachusetts 

al 

 

General Hospit
and Harvard 
Univ., MA, USA)

布の適応補正のための有望な方

法である。 

システム contrast and fluorescent X－ray 
imaging for biomedical researches 

Nucl Instrum 
Methods Phys 
Res Sect A 

  38 05 X線干渉計を
持つ位相コ

ントラストX
線イメージ

ング 

TAKEDA 
Tohoru, 
(Graduate School 
of 
Comprehensive 
Human Sciences, 
Univ. of 
Tsukuba, 
Tsukuba－shi, 
Ibaraki 305－
8575, JPN) 

Phase－ 生物医学用に位相コントラスト

及び蛍光技術によるシンクロト

ロンX線イメージングシステムを
開発した。X線干渉計を持つ位相
コントラストX線イメージングは
生体目標物中の内部軟部組織を

高感度で識別できるので,造影剤
を用いなくても詳細な形態学的

構造が撮像できる。蛍光X線CTは
よう素のような特定の高原子番

号元素を10`-6 ´ml体積中でpgの
オーダで検出でき,標識剤により
機能情報が得られる。 

システム 複数角度,複
数投影照射

方式を用い,
適切なフィ

メ

ラにより,検
出を行う。 

STO

, 

ellas, 

Fluorescent Protein Tomography 
Scanner for Small Animal Imaging 

IEEE Trans 
Med Imaging  

 

 878 05 

。

ラフィ法は,複数角度,
ルタを備え

た高感度電

荷結合デバ

イスのカ

ZACHARAKIS 
Giannis, 
WEISSLEDER 
Ralph, 
NTZIACHRI
S Vasilis, 
(Harvard Medical 
School, MA
USA) RIPOLL 
Jorge, 
(Foundation for 
Res. and 
Technol.-H
Heraklion, GRC) 

ここでは動物丸ごとの蛍光蛋白

質のトモグラフィイメージング

を行う,新しいシステムを示した
このトモグ

複数投影照射方式を用い,適切な
フィルタを備えた高感度電荷結

合デバイスのカメラにより,検出
を行う。拡散方程式の拡張解を用

いて,光伝播をモデリングし,可視
波長での組織の高い吸収と散乱

を明らかにした。この技術がファ

ントムおよび組織の両者の蛍光

発光を,mm以下の空間分解能で
定量的に検出できることを示し

た。 
システム 蛍光光拡散

トモグラフ

ィー 

MILSTEIN 
Adam B, 
KENNEDY 

, 

IN, USA) 

Statistical approach for detection and 
localization of a fluorescing mouse 
tumor in Intralipid. 

Appl Opt   2300 05 

れた蛍

強光乳房撮影の性能

 

Michael D, LOW 
Philip S, 
BOUMAN 
Charles A, 
WEBB Kevin J
(Purdue Univ., 

組織表面上での蛍光測定から,多
重散乱している均一な媒質中の

数ミリメートル下に隠さ

光腫ようの検出と位置決めのた

めの方法を提出した。測定系には

拡散方程式を含んだ統計的モデ

ルを用い,画像再構成には逆散乱
法に基づいた蛍光光拡散トモグ

ラフィーを用いた。二値仮説試験

アプローチの使用による検出と,
最尤法の使用による位置決めの

ためのアプローチを開発した。葉

酸塩インドシアニン結像剤によ

り与えられる腫よう-バックグラ
ウンドコントラストとの結合に

より,蛍光増
が改良されることを予測した。

システム 

蛍光発光お

よび吸収端

計算機極小

トモグラフ

ィー(CMT) 

R E, 
 J, 
, 

 
, 

Fluorescence and Absorption-Edge 
Computed Microtomography to Image 
Metal Compartmentalization in 
Alyssum murale 

Environ Sci 
Technol 

  2210 05 シンクロト

ロンベース

MCNEAR D H 
JR, PELTIE
EVERHART
SPARKS D L
(Univ. 
Delaware,DE) 
CHANEY R L, 
(USDA-ARS, 
MD) SUTTON S,
NEWVILLE M
RIVERS M, 
(Univ. Chicago, 
IL) 

Application of Quantitative シンクロトロンベース蛍光発光

および吸収端計算機極小トモグ

ラフィー(CMT)による超蓄積植
物組織での金属の区画化および

濃度の定量を検討した。葉,茎およ
び根試料の蛍光発光CMTから,ニ
ッケル(Ni)が茎および葉皮組織に
蓄積し,またNiを超蓄積するA. 
muraleの葉表面のCaに富む毛状
突起部にマンガン(Mn)と共に蓄
積することを示した。吸収端

CMTでは最も高い金属濃度の三
次元分布が得られ,表皮性局在化
および毛状突起部でのNiおよび
Mnの共局在化が葉全体で認めら
れ,金属無害化および貯蔵に寄与
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分類 検出法 著者 タイトル 雑誌名 頁 年 概要 巻 号

する可能性を示した。 

システム 光励起蛍光

自動投影ト

モグラフィ

ー(OFAPT) 

OZANYAN
Krikor B., 
MCCANN Hugh, 
(Univ. 
Manchester Inst. 
Sci. and Technol. 
(UMIST), 
Manchester, 
GBR) 

 
rs 

OL. 
5 

O. 
2 

 Efficiency and Data Correction for 
OFAPT Sensors With Fiber Receive

IEEE Sens J V N 195 05 光励起蛍光自動投影トモグラフ
ィー(OFAPT)センサヘッドの設
計に不可欠な,効率の計算と生デ
ータの補正の問題を取り上げた。

感度と効率の計算に,汎用の数値
解析方法を開発した。小さな離散

的なボクセルからの蛍光の収集

効率計算を中心にアルゴリズム

を構築した。光検出器先端より所

定の距離からOFAPTレーザビー
ムで励起した全ボクセルの寄与

を集計し,センサヘッドの効率を
距離の関数として得た。この

OFAPTシステムが炭化水素ガス
混合物の蛍光に対して有望なこ

とを述べた。 
システム 

, 

Tomographic Fluorescence Imaging in 
Tissue Phantoms: A Novel 
Reconstruction Algorithm and Imaging 
Geometry 

IEEE Trans 
Med Imaging  

 

 137 05 蛍光増強周

波数領域光

子移動

(FDPM)トモ
グラフィー 

ROY R, 
THOMPSON A 
B, GODAVARTY 
A, 
SEVICK-MURA
CA E M, (Texas 
A & M Univ., TX
USA) 

蛍光増強周波数領域光子移動

(FDPM)トモグラフィーのため
に,変調励起光による面照明と利
得変調イメージ増強CCDカメラ
による放射蛍光の面収集測定に

よる新しい画像再構成アルゴリ

ズムを開発した。画像再構成問題

は,ペナルティ/修正障壁関数
(PMBF)法と結合拡散方程式に基
づく非線形最小二乗単純限界制

約付最適化問題として公式化し

大た。 規模問題に対して関数を最

小化するため,PMBF法の目的関
数の中に単純限界制約を含め,信
頼領域を持つ勾配による打切

Newton法を使用した。アルゴリ
ズムを使用して,単一対象内の蛍
光体の完全および不完全分布状

態で実験した 
全般  

寺部茂監修 

先端の分析法 －理工学からナノ・バイオ

まで－ 
㈱エヌティエス    04 梅澤喜夫、澤田嗣

郎、 
先端の分析に関する参考書 
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２．アンケート結果 

アンケート調査 

（次世代計測・分析システムに必要となるシステム化技術に関する調査） 

 

ク やバ 必要となる原子数 分子数の

を分析する の方法だけでは限界があるので、分析システムとして実

に重要な要 遡り、現状を調査する。 

我が国が 競争力を強化するためには基盤技術として原子や分子単一の計測

必要となる。しかし、現在ナノテクノロジーやバイオテクノロジーにおいて必要

分子単一の計測・分析は顕微鏡的な方法に限られ、計測・分析に必要な定量性を確

一方、定量性を確保できる現在の方法では、ナノテクノロジーやバイオテクノロ

必要とする 子 量 うな要求を実

には単なる の 困難である。そこでこのような 測、分析技術

て、キーと 素技術としてサンプリング・前処理技術，センシング及

データ解析技術、及びシステム化技術について現状を調査する。 

 そこで、次世代計測・分析システムに必要となるトータルシステム化技術に

皆様方のご意見をアンケート形式で集約して、今後の次世代分析システムの開発

共に結果を報告書としてまとめることとした。 

その結果、幅広い層の方々から回答を得ることができた。本章ではこれらのアン

内容および

 

1） アンケート内容 

アンケート票はⅠ項が回答者の所属機関、事業所、業種及び業務内容に関するもの、Ⅱ項

は今ある測定技術・分析機器の現状把握と課題抽出の調査、Ⅲ項は現在の装置の性能向上や

機能の追加及び将来の研究開発や産業技術への応用、計測等において必要となることが予測

される今後の分析機器調査、IV項は次世代分析機器・技術を実現するために、重要と思われ

る要素技術として、１）サンプリング・前処理、２）センシング及び検出技術、３）データ

解析、４）システム化技術調査、最後の項ではその他として意見の記述等から構成されてい

る。なお、秘密保持のため、回答者の氏名・所属等を切離して、アンケートの集計を行った。 

 

（2）送付先 

ナノテ ノロジー

ためには既存

素技術にまで

国際

イオテクノロジーにおいて や 粒子や構造物

用化するため

・分析技術が

となる原子や

保できない。

ジーが分析に

原子数や分

既存の装置

なる重要な要

数は検出限界よりも少ない

改良では

でありこのよ 現化するため

の実現に向け

び検出技術、

ついて、広く

指針とすると

ケート調査の

計

集計結果について述べる。 

（
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アンケートの送付先は、2005分析展及び JAIMAシンポジウムの事前登録者、全国試験研

究機関名鑑、委員会委員が推薦した研 分析機器工業会の会員名簿

を基にして、できるだけ広い分野から 4箇所を選択した。本アンケート

を 10 月 る業種

から、回答を得ることができた。 

 

を行い、集計結果についてのコメントを付

致します。 

 

究機関及び民間企業、日本

回答を得るように79

中旬に郵送した。11 月初旬を回答最終日とした回答総数は 234 件で、あらゆ

（3）アンケートの集計と解析 

回答票を設問別に集計して、可能な限り図表化

けて判り易くするように努めた。以下、各設問の順に従って集計結果について述べる。 

 

(4) プライバシーポリシー 

  社団法人日本分析機器工業会（以下、当工業会という。）は、個人情報の重要性を理解し、

個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守するとともに、個人情報保護のための内部規

定をすべての役職員が遵守することにより、個人情報の保護に努めます。 

 

本アンケートは、上記に従い、適切に管理し、保護する努力を
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国公研究機関

（特殊法人を含

む）、自治体,

53, 23%

大学・高専等,

21, 9%

社団・財団法人,

6, 3%

民間会社, 154,

65%

設問

 

Ｉ

 

各 に対して、29％の答率で234名から回答を頂きました。

回答率は、国公研究機関（特殊法人を含む）、自治体が、半数の50％。また、回答総数234

名（27%）と圧倒的で以下、国公立研究機関（特殊法人を含む）・

自治

  
国公研究機関（特殊法人

を含む）、自治体 
大学・高専等 社団・財団法人 民間会社 その他 合計

 Ｉ 回答されるあなたの所属、事務所、業種、業務内容についておたずねします。 

－１ あなたの所属されている事務所、機関の種類は、何ですか。 

事務所、機関への発送総数は、794件

各

名の中では、民間会社所属が154

体 53名（50％）、大学･高専等21名(21％)、社団･財団法人6名(26％)の順であつた。 

表 Ｉ-1 所属事業所、機関 

発送 107 98 23 566 0 794数 

回答状況 53 21 6 154 0 234

各機関

答率 
27% 0% 29%

の回
50% 21% 26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ｉ-1 所属事業所、機関 
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Ｉ－２ あなたの所属されている事務所、機関の業種･分野は、何ですか。 

 

〔国公立研究機関、自治体〕 （複数回答） 

 101

属されている業種・分野の回答総数は、53件（重複回答総数は、68件）で物質・材料17件所

（25％）が最も多く、食品・農業 10 件(15％)、環境・資源 7 件（10％）の順でその他は、17

件で計測・分析が8件、警察1件、行政1件、放送1件であった。 

 

17

1

2

2

3

17

0 5 10 15 20

その他

医学

情報通信

薬学

衛生/保健

化学工学

物・バイオ

環境・資源

食

物質・材料

回答数

2

7

7

10

生

品・農業

 

図 Ｉ－２－１ 事業所、機関の業種・分野〔国公立研究機関、自治体〕 （複数回答） 

 

 



〔大学・高専等〕 （複数回答） 

所属されている業種・分野の回答総数は、21件（重複回答総数は、24件）内で最も多いのが化

4件（17％）の順であった。 

 

図 Ｉ－２－２ 事業所、機関の業種・分野〔大学・高専等〕 （複数回答） 

 

 

 

学系8件（33％）、薬学系4件(17％)、工学系

 

1 

2 

2 

3

4

4

8 

0 2 4 6 8 10

物理系 

医学系 

環境系 

生物系 

薬学系 

工学系 

化学系 

回答数
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〔社団･財団・民間企業〕 （複数回

社団・財団･民間企業

21

2

3

3

3

5

6

6

7

9

12

17

22

27

39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他

機械加工

建材

鉄鋼・金属

エンルギー関連

バイオ

医療機器製造

半導体

セラミック

受託分析・検査試験業

食品

医薬・製薬

電子機器

分析機器製造

化学

件数

3情報通信

答） 

17件（9.2％），

品12件(6.5％)の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ｉ－２－３ 事業所、機関の業種・分野〔社団・財団・民間企業〕 （複数回答） 

所属されている業種・分野の回答総数は、160件（重複回答総数は、185件）内でＴＯＰ５は、

化学39 件(21%),分析機器製造27件(15%),電子機器22件（12％）、医薬・製薬

食
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Ｉ－３ あなたの主業務は、何ですか。（複数

主業務

3

1

1

1

9

14

15

15

19

27

33

133

0 20 40 60 80 100 120 140

その他

システム開発

品質管理

知財管理

企画立案

情報収集・調査

業務管理

教育職

営業

分析・検査試験業務

製品開発

研究職

回答数

回答） 

(10％)、営業19件（７％）、教育職15件（5.5％）、業務

理15件（5.5％）、情報収集・調査14(5.2％)の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ｉ－３ 主要業務 （複数回答） 

 

 

 

回答総数271件、最も多かったのは、ほぼ半数の研究職133件（49％）で続いて、製品開発33

件(12％)、分析・検査試験業務27件

管
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設問Ⅱ 今ある測定技術・分析機器についておたずねします。 

 

Ⅱ－１現在、あなた自身が興味を持っている分野、又は仕事の分野は何ですか（複数回答可）。 

回答総数 234名に対して、重複回答を含め、19%が物質・材料関連に従事又は関心があり、以

下、環境・資源(16%)、生体・医学・薬学(15%)、生物・バイオ(1

環境・資源, 16%

生体・医学・薬

学, 15%
生物・バイオ,

13%

化学工学・材

料, 9%

物質・材料, 19%

食品・農業, 9%

電子機器・半導

体, 8%

衛生・保健, 3%

エネルギー関

連, 5%

情報通信, 2%

その他, 1%

1.7

3.4

6

10.3

16.7

17.1

18.8

26.9

29.1

32.1

37.6

0 0

その他

情報通信

衛生・保健

エネルギー関連

電子機器・半導体

化学工学・材料

食品・農業

生物・バイオ

生体・医学・薬学

環境・資源

物質・材料

割合（人数／回答者数）％

10 20 30 4

3%)、食品・農業(9%)、化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅱ－1 現在の興味又は仕事分野 

学工学、材料 (9%)と続く。回答者数に対する割合でみると、物質・材料では回答者の 1/3 強に

あたる 38%が何らかの形で関与していることとなる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅱ－2 現在の興味又は仕事分野（回答者に対する比率）  
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他電磁気分析 その
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回答者数
　234名

Ⅱ－2 その分野においてあなたが現在使用されている機器、又は近々購入を決めている機器

は 聞かせください。（複数回答可）  

 

析、分

離分析と続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅱ－2－1 分野別使用状況  

中の太線は回答者数の 234 を示す。  

これをもう少し詳しく見たものを図Ⅱ -2-2 に示す。  

光分析では紫外吸光及び赤外・近赤外分光分析が最も一般的に使用されている。また、分離

析の HPLC/IC 及び GC についても多くの人が使用している。また、電磁分析は全般的に多

が、その中でも質量分析関連（LCMS,GCMS などを含む）が多く、研究部門では主流となっ

ているのが伺える。次に、各分野毎に問題点を示してみた。  

何ですか。また、使用上で今後の改良点や課題があればお

使用機器又は購入予定機器を聞いた所、電磁分析関連が最も多かった。次いで、光分

く。  

 

 

 

 

図
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図 Ⅱ－2－2 使用状況詳細
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図 Ⅱ－2－3 分析の問題点  

 

図 Ⅱ－2－4 センサの問題点  
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図 Ⅱ－2－5 分離分析の問題点  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 Ⅱ－2－6 電磁分析の問題点  
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かった。また、処理能力においても指摘した

人が多かった。ICP-AES などは同じ光分析ではあるが、吸光光度法よりも感度があるために、

むしろコストを問題視する人が多かった。センサに関しては感度と言うよりは再現性などを問

題点としていた人が多い。センサのレスポンスを濃度に換算する際に Log 変換が必要である場

合が多く、濃度で見た場合は誤差が大きく見えるためと考えられる。分離分析の問題点は分析

時間を問題視する人が多かった。これは分離をする操作に時間がかかるためで、分離の一層の

短縮化が求められていることとなる。電磁分析の場合は、特に、質量分析計、各磁気共鳴装置、

電子顕微鏡でコストを上げた人が多かった。要求される濃度が低濃度になるに従い、このよう

な機器を使用する機会が増えてきているが、他の分析計に比べ高価なために、低価格化を望む

声が高いと推察される。  

光分析では、感度を問題点としてあげた人が多



設問Ⅲ 現在の装置の性能向上や機能の追加だけではなく、将来の研究開発や産業技術への応

用、計測等において、必要となると推測される今後の分析機器についてお尋ねします。 

 

 

問

1

査

面

 

Ⅲ-1. 将来の研究開発や産業応用を考える場合、どのような分野で、何を対象にし
 

１） 活用される分野・領域 

アンケート回答総数は 234（回答 227、無回答 7）であった。12 項目について複数選択可の設

に対し、選択総数 468 であり、その内訳を図Ⅲ－1－１a に示す。これを比率でみると図Ⅲ－

－1b の通り、①物質材料・ナノテク、②環境資源、⑥食品・農業、④製薬開発、③遺伝子検

の順で、過半数を占めた。その他の内容として、生命工学、農業、メタボノミクス、触媒表

、分析機器のユビキタス対応、電子部品、爆発物などの指摘もあった。  

  回答数 468

0 20 40 60 80 100 120 140

⑪情報通信・IT

⑫その他

⑨自動車

⑧石油/エネルギー

⑩電子機器・半導体

⑤臨床検査

⑦化学・高分子

③遺伝子検査

④製薬開発

⑥食品・農業

②環境資源

①物質材料・ナノテク

 

図 Ⅲ－1－１a 活用される分野・領域の件数 

て、分析機器・技術がより必要と考えますか。該当する箇所に○印を付けてくだ
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②環境資源, 13%

⑦化学・高分子, 8%

, 7%

⑥食品・農業, 12%

③遺伝子検査, 9%

①物質材料・ナノテ

ク, 26%

④製薬開発, 11%

⑧石油・エネルギー,

3%

⑤臨床検査

⑩電子機器・半導

体, 7%

⑫その他, 1%

⑨自動車, 2%
⑪情報通信・ＩＴ, 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－1b 活用される分野・領域の比率 

 

 

２）対象とされる物質・材料  

 

 

 

 

 

今後必要とされる分析機器について、その分析対象・物質を以下の 7 つのジャンルから複数

回答可で選択、集計した結果を表Ⅲ－１－2、図Ⅲ－１－2 に示した。  

 

表 Ⅲ－１－2 対象とされる物質・材料 

 ①工業

材料  

②化成

品  

③生体

試料  

④医

薬・食品

材料  

⑤環境

試料  

⑥エネ

ルギー

資源  

⑦その

他  

回答数  84  48  71  65  49  17  3  

選択のみ  53 35 42 42 33 9 0 

具体名有  31  13  29  23  16  8  3  
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①工業材料, 25%

③生体試料, 21%

④医薬・食品材料,

19%

⑤環境試料, 15%

②化成品, 14%

⑥エネルギー資源,

5%

⑦その他, 1%

ナノ材料, 20%

半導 %

ミ %

, 3%

薄膜

 30

発  6%

触媒, 6%

体, 16

セラ ック, 16

繊維

有機 , 3%

その他, %

光材料,

 

図 Ⅲ－１－2 対象とされる物質・材料 

 

対象とされる物質・材 が挙げられたケースに

いて、その内訳を図Ⅲ－1－2a～図Ⅲ－１－2g に示す。①工業材料の具体例では、ナノ材料、

導体、セラミックの三種で過半数を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－2a 工業材料の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料として、①～⑦までの各々について、具体名

つ

半
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高分子, 9%

ポリマーインク, 9%

ラテックス, 8%

顔料、着色剤、樹脂,

8%

触媒, 8%

無機有機複合体, 8%

生分解性プラスチッ

ク・ナノ物質, 8%

導電性プラスチック,

8%

添加剤, 8%

その他, 18%

均一オリゴマー, 8%

生体, 21%

血液、尿, 18%

代謝物, 7%

穀物, 7%

微生物, 4%

診断, 4%

残留農薬, 4%

タンパク質・

遺伝子, 21%

その他, 14%

②化成品の具体例として挙げた回答数 12 の内訳と比率を図Ⅲ－1－2b に示した。 

 

図 Ⅲ－1－2b 化成品の具体例 

③生体試料の具体例としては、28 の回答が得られた。回答数 12 の内訳と比率を図Ⅲ－1－2c

に示す。ヒト・動物の組織・器官あるいは臓器などを「生体」として括った。生体、タンパク

質・遺伝子、血液・尿の 3 つで、全体の過半数を占める結果となった。 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－2c 生体試料の具体例 
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薬品残渣, 4%

その他, 14%

残留農薬, 31%

ＳＮＰ抗体, 10%

生理活性物質, 9%

低分子医薬品, 4%

添加物, 4%

微量代謝物, 4%

有機物、アミノ酸、

ペプチド、核酸, 4%

生分解性素材, 4%

フレーバー物質, 4%

アレルゲン, 4%
食品, 4%

残留農薬, 19%

ダイオキシン,

13%

VOC, 6%

土壌・水, 6%

土壌オンサイト

分析計, 6%

ナノ物質, 6%

その他, 19%

PAH誘導体,

6%

環境リスク

対象物, 19%

⑥

 

 

 

図 Ⅲ－1－2d 医薬・食品材料の具体例 

 

 ⑦環境試料の具体例として掲げられた物質の内容内訳と、その比率を以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－2e 環境試料の具体例 

医薬・食品材料の具体例では、回答数 22 に対し 13 種の物質が挙げられた。 
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⑧エネルギー資源の具体例の回答は 8 例であった。 

天然ガス, 29%

石炭・石油,

29%

太陽電池, 14%

燃料電池, 14%

その他, 14%

土壌, 33%

錯体, 34%
爆発物, 33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－2g その他の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－1－2f エネルギー資源の具体例 

 

⑨その他の具体例として掲げられたのは、錯体、土壌、爆発物の 3 種であった。 
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溶

想

た

能

見

 

 

３） 例えば局所の元素・分子の分布、想定される分野、対象において具体的な分析目的（
液中の極微量元素など）があれば、お書きください。 

極微量, 29%

局所, 21%生体, 20%

構造, 13%

均一性, 5%

機能性, 4%

物性, 6%

前処理, 2%

タンパク, 27%

生理活性, 11%

遺伝子検査, 11%
DNA, 5%プリオン検出

キット, 5%

含有窒素, 5%

細胞内物質分布,

5%

アミノ酸配列, 5%

代謝物分布, 5%

その他, 21%

定される分野、対象での、具体的な分析目的について記述する設問では、計 126 の回答を得

（アンケートコメント集Ⅲ -3）。ここで以上の内容を、生体、極微量、局所、構造、物性、機

性、均一性、前処理の 8 通りに分け、その比率を見たものが図Ⅲ－1－3a である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過半数を占める「極微量」あるいは「局所」の内容を見ると、「生体」に係わるものが 19 件

られ、その内訳は図Ⅲ－1－3b のようであった。  

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－3－3b 生体物質に る具体的な分析目的 

図 Ⅲ－1－3a 具体的な分析目的 

 

 

 

 

かかわ
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24.4

37.1

55.6

66.8

0.0 10.0 20.0 .0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

システム化技術

データ解析

センシング及び検出技術

サンプリング・前処理

%

30

IV. 本調査では、次世代分析機器・技術を実現するために重要と思われる要素として、 1) サ

ンプリング・前処理、 2) センシング及び検出技術、3) データ解析、4) システム化技術

についての調査をしています。  

 

 

 

 

１． 件（複数回答）

であった。 ンシング及び

検出技術”

サンプリン  合計  

Ⅳ－1. これらの要素を考えた場合に、あなたはどのような課題（ニーズ）があると考えます

か。該当するものに○印をつけて下さい。また、具体的な内容を余白にお書きください。  

回答者は 205 名であり、課題があるとして挙げた要素の合計は、377

 これらの内、“サンプリング・前処理”が最も多く、次いで“セ

であった。  

 表 IV－1 課題（ニーズ）があると考える要素（件数）  

グ・前処理  センシング及び検出技術  データ処理  システム化技術

137 114 76 50 377 

 

回答者 205 回答者 205

名の内、66.8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV－1 課題（ニーズ）があると考える要素  

 

２．具体的な内容  

具体的な内容を記入 部分の人が記入し

ことになる。  

名が、課題として挙げたそれぞれの要素の割合 (%)を、図 IV－1 に示す。

が“サンプリング・前処理”を挙げている。  

 

 

した回答者は、前回答者 180 名のうち 175 名であり、大

た
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1) サンプリング・前処理  

課題（ニーズ）があると回答した 137 名の内 125 名が具体的な内容を記入した。  

初めに、アンケート II-2（別表（別表 1）の“分析装置の問題点”に関連した内容を抽出し、  

①試料／試薬量が多い → 微量化 、②分析時間が長い → 迅速化  

③分析処理能力 → 処理能力向上 、④感度 → 高感度化  

⑤再現性 → 再現性 、⑥コスト → コスト 、⑦操作性 → 操作性  

のように分類した。その結果を、表 IV－1－1a に示す。  

1

1）の“分析装置の問題点”に関連した内容を抽出し、  

①試料／試薬量が多い → 微量化 、②分析時間が長い → 迅速化  

③分析処理能力 → 処理能力向上 、④感度 → 高感度化  

⑤再現性 → 再現性 、⑥コスト → コスト 、⑦操作性 → 操作性  

のように分類した。その結果を、表 IV－1－1a に示す。  

1表 IV－ －1a“サンプリング・前処理”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数）  

微量化  迅速化  処理能力向上 高感度化 再現性  コスト  操作性  

表 IV－ －1a“サンプリング・前処理”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数）  

微量化  迅速化  処理能力向上 高感度化 再現性  コスト  操作性  

19 19 

0.0

0.8

5.6

8.8

15.2

15.2

22.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

高感度化

処理能力向上

コスト

再現性

微量化

迅速化

操作性

%

1 0 11 7 28 

“操作性”の向上に対 挙げられた。“微

量 料 小（ の 関す 容

も含まれて 、また“再現性”の向上には、繰り返し再現性の他に、装置間差・個人 な

ことなども含む。  

図 IV－1－1a “サンプリング・前処理”において別表 1 に関連した課題（ニーズ）  

するニーズが最も多く、次に“微量化”、“迅速化”が

化”には、処理する試 のマイクロ化に伴う微 微少）試料 サンプリングに る内

おり 差が

い

 125 名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合 (%)を、図 IV－1－1a に示す。回答者 125

名の内、22.4 %が“操作性”の向上を望んでいる。  
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次に 125 名が“サンプリン

3.2

3.2

5.6

8.8

11.2

15.2

15.2

22.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

回収率

均一サン リング

コスト

再現性

自動化

迅速化

微量化

操作性

プ

%

グ・前処理”に関して挙げた全て (165 件 )の内容を分類し、件数の

多

 

 

 

 

 

 

 

 

 “サンプリング・前処理”において挙げられた主な課題（ニーズ）  

連した、一連の操作の更なる“自動化”

125 名の内 11.2 %が挙げた。また、微量化とともに必要となる“試料を均一にサンプリング”

面薄

化”、“有機薄膜の精密斜め切削法”、“TEM 試料作成”、“アトムプローブの試料作成”が挙げ

れた。  

) センシング及び検出技術  

課題（ニーズ）があると回答した 114 名の内 99 名が具体的な内容を記入した。  

初めに、アンケート設問 II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に関連した内容を抽出し分

した。その結果を、表 IV－1－2a に示す。  

IV－1－2a“センシング及び検出技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化  迅速化  処理能力向上 高  再現性 コスト  操作性  

い順に主な課題（ニーズ）を抽出した。その結果 (%)を、図 IV－1－1b に示す。  

 

 

 

図 IV－1－1b

 

 “操作性” (22.4 %)、“迅速化” (15.2 %)などとも関

を

(3.2 %)できる方法も望まれている。その他、個別の要求として“セラミックス複合体の表

片

ら

 

2

類

表

感度化

14 7 2 42 8 3 1 

“高 様、

量試料の検出、微小領域の検出が含まれる。  

99 名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合 (%)を、図 IV－1－2a に示す。回答者 99 名

の内、42.4 %が“高感度化”を望んでいる。  

感度化”に対するニーズが最も多い。“微量化”には“サンプリング・前処理”と同

微
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1.0

2.0

3.0

7.1

8.1

14.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

操作性

処理能力向上

コスト

迅速化

再現性

微量化

%

42.4高感度化

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0複合化

6.1

1

7.1

7.1

14.1

42.4

味覚・香

非破壊・無侵襲

高分解能

迅速化

微量化

高感度化

%

7.

8.1

8.1

12.1

再現性

小型化・携帯性

特異性

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

図 IV－1－2a “センシング及び検出技術”において別表 1 に関連した課題（ニーズ）  

に 99 名が“センシング及び検出技術”に関して挙げた全て (143 件 )の内容を分類し、件数の

多い順に主

 

 

図 I 2b ン 技術 て た 題（ ）  

 

により“携帯性”を良くすること (8.1 %)、目

 

次

な課題（ニーズ）抽出した。その結果 (%)を、図 IV－1－2b に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V－1－ “センシ グ及び検出 ”におい 挙げられ 主な課 ニーズ

“高感度化” (42.4 %)、“微量化” (14.1 %)の他に、目的成分に特異的な検出法（“特異性”）

を 99 名の内 12.1 %が挙げた。また、“小型化”

的成分のより精密な検出法（“高分解能”） (7.1 %)、“無侵襲・非破壊”検出 (7.1 %)も挙げられ

た。  
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3) 

た。

の結果を、表 IV－1－3a に示す。  

IV－1－3a“センシング及び検出技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数） 

微量化  迅速化  処理能力向上 高感度化 再現性  コスト  操作性  

データ解析  

課題（ニーズ）があると回答した 76 名の内 65 名が具体的な内容を記入した。  

初めに、アンケート II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に従って内容を抽出し分類し

そ

 

表

0 0 4 2 5 0 11 

 

0.0

0.0

0.0

3.1

6.2

7.7

16.9

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

微量化

迅速化

コスト

高感度化

処理能力向上

再現性

操作性

%

“操作性”の向上に対するニーズが最も多い。  

65 ”に

する要求は、16.9 % になる。  

図 IV－1－3a “データ処理”において別表 1 に関連した課題（ニーズ）  

 

 

名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合 (%)を、図 IV－1－3a に示す。“操作性

対
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次に 65 名が“デ

6.2

0.0

自動化

6.2処理能力向上

7.7

.7

12

16.9

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

汎用解析ソフト

再現性

ース

操作性

%

7

.3

12.3多変量解析

データベ

ータ処理”に関して挙げた全て (73 件 )の内容を分類し、件数の多い順に主な

課

 

 

 

 

 

図 IV－1－3b “データ処理”において挙げられた主な課題（ニーズ）  

65 名の内それぞれ 12.3 %の人が、異なった複数機器からの情報処理（“多変量解析”）(12.3%) 

び“データベース”(12.3%)の充実を挙げた。その他、“再現性”(7.7 %)、汎用ＰＣで解析で

ること（“汎用解析ソフト”） (7.7 %)、“処理能力向上” (6.2 %)、“自動化” (6.2 %)が挙げら

た。  

) システム化技術  

課題（ニーズ）があると回答した 50 名の内 43 名が具体的な内容を記入した。  

初めに、アンケート II-2（別表 1）の“分析装置の問題点”に従って内容を抽出し分類した。

の結果を、表 IV－1－4a に示す。  

 

表 IV－1－4a“システム化技術”において“分析装置の問題点“に関連した課題（ニーズ）（件数）  

微量化  迅速化  処理能力向上 高感度化 再現性 コスト  操作性  

題（ニーズ）を抽出した。その結果 (%)を、図 IV－1－3b に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

及

き

れ

4

そ

 

2 3 0 0 3 0 5 

“操作性”の向上に対するニーズが最も多く、次に“迅速化”、“再現性”などに対する要求

があった。  

 43 名に対するそれぞれの課題（ニーズ）の割合 (%)を、図 IV－1－4a に示す。回答者 43 名

の内、11.6 %が“操作性”の向上を望んでいる。  
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コスト

高感度化

処理能力向上

微量化

迅速化
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再現性

操作性

 

 

 

 

 

 

 

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

9.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

診断・履歴管理

再現性

迅速化

標準化・ファ イルの共通化

小型化・携帯性

自動化

%

11.6

11.6

11.6操作性

複合化

ネットワーク

 

 

図 IV－1－4a “システム化技術”において別表 1 に関連した課題（ニーズ）  

に 43 名が“システム化技術”に関して挙げた全て (49 件 )の内容を分類し、件数の多い順に

主な課題（ニ

 

 

 

図 －1－4b システム化 術”におい 挙げられ 主な課 （ニーズ  

 

それぞれ 11.6 %の人が“操作性”の向上 (11.6%)、“自動化”(11.6%)、“小型化・携

“） (7.0 %)などが挙げられた。  

 

次

ーズ）を抽出した。その結果を、図 IV－1－4b に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  “ 技 て た 題 ）

43 名の内

帯性” (11.6%)を挙げている。その他、データの規格統一（“標準化“） (9.3 %)、”診断・履歴

管理” (7.0 %)、多機種の統括管理（“ネットワーク
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Ⅳ－ ま

、具体的要素技術をお書き下さい。（重複回答）  

答総数 255 件、最も多かったのは、サンプリング・前処理 101 件（40％）、次いでセンシン

及び検出技術 75 件 (29％ )、データ解析 45 件（18％）、システム化技術 29 件（11％）の順で

った。  

 

2 これらの要素を考えた場合に、あなたは、どの様な要素技術が大切と考えますか。

た

回

グ

あ

課題克服要素技術

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ, 101,
40%

　ｾﾝｼﾝｸﾞ, 75,
29%

　ﾃﾞｰﾀ解析,

　ｼｽﾃﾑ化, 29,

　その他, 5,
2%

11%

45, 18%

 
図 Ⅳ－2 課題克服要素技術  

） サンプリング・前処理 (重複読み取り ) 

サンプリング・前処理選択を選択した 101 件の中でコメントのあったデータ総数 86 件（重複

読み取り） 化 13 件

15％）、操作性 10 件（12％）の順であった。  

 

 

 

１

 

の内で、処理能力向上 23 件 (27%)が最も多く、高感度化 14 件 (16％ )、微量

（
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サンプリング・前処理
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迅速化

微量化

処理能力向上

高感度化
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図 IV－2－1 サンプリング・前処理   

メントのあったデータ総数 59 件（重複読み

取り）の内で、センシング関連だけに高感度化 2 件 (27%)が最も多く、処理能力向上７件 (12％ )、

微量化６件（10％）、迅速化 3 件（５％）、操作性３件 (５％ )の順であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV－2－2 センシング及び検出技術  

 

 

 

２） センシング及び検出技術  (重複読み取り ) 

センシング及び検出技術を選択した 75 件の中でコ

1
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データ解析

5その他

1

3

9

14

16

操作性

評価技術

自動化

共通化・標準化

ソフト（多変量解析法）

件数

1高速化

3

0 2 4 6 8 10 12 14

３） データ解析  (重複読み取り ) 

データ解析を選択した 45 件の中でコメントのあったデータ総数 36 件（重複読み取り）の内で、

データ解析関連だけにソフト （多変量解析法等） 件 (39%)と最も多く、共通化・標準化 9 件 (25％ )、

自動化 3 件（8％）、評価技術 3 件（8％）、高速化 1 件（3％）、操作性 1 件（３％）の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV－2－3 データ解析  

14

 

 

 

 

 



システム化技術
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1

1

1

4

4
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その他

省エネ

操作性

コスト

共通化・標 化
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自動化

件数

準

リ

４） システム化技術  (重複読み取り ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV－2－4 システム化技術  

 

５） その他  

コメント事例を下記に添付しました。 

1  ナノ化技術に関して更なる開発発展を期待したい。 

システム化技術を選択した 29 件の中でコメントのあったデータ総数 23 件（重複読み取り）の

内で、システム化関連だけに自動化が 5 件 (22%)と最も多く、ライブラリ・ＤＢ４件 (17％ )、共

通化・標準化 4 件 (17％ )、ソスト、操作性、省エネ各１件（4.3％）の順であった。  

2 
 メーカーを統制する機関での仕様などの統一。さもなければ買い換えた時に、データの互

換性がなくなる。他研究所とのデータの互換性があれば利便性が向上すると思います。 

3 

 装置の技術が優れてきた中で、人間の手による操作が軽視されがちであるが、これらを把

握し、使いこなせる人材を多く育成することが重要で、そのためには社会に還元する意味

でも、無料や安価な講習会、勉強会を数多く実施していくことで、諸外国と闘う技術力を

持つ人を増やす必要があると思います。 
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Ⅴ その他、全般に関してご意見があればお聞かせ下さい。（回答 25 件/全体 234 件） 

1 

 

分析装置の進歩は目覚しくある程度のレベルに到達していると思う。これからは、その装

置を使いこなすアプリケーションがより求められる。 

2 

分析技術の 歩がマイクロ化→ナノ化の礎となっていると思います。ただ、サイズが小さ

の問題を打

進

くなることだけではなく、その進歩が本当の意味で、環境保全とかの地球全体

破することに繋がるものであることを切に願います。 

3 分析機器は、日々向上しているが、検出に時間のかからない試薬に期待。 

4 

て革新的な

ンス費用も

分析機器は、最近海外メーカーに押されていると思います。技術立国の要とし

技術開発を期待しています。また、全体的に高額となっており、更にメンテナ

高額です。コストダウンを念頭においた開発を御願いします。 

5 

いうことは

置の改良、

ます。 

分析・計測においては感度が重視されます。しかし、その反面高感度であると

ノイズも拾い易くなることに繋がり、そこに分析・計測の問題を感じます。装

開発はもちろん重要ですが、測定環境についても注意を払う必要があると考え

6 ると思う。低コスト、簡便さ、そして環境にやさしい分析機器、分析法の開発が急務であ

7 
ズが大きく同じ分析機器でも研究用（分子構造の解析）と工業用（品質管理）では、ニー

異なると思う。 

8 
器の再利用大学では大型機器の新規購入、維持費捻出に苦慮しております。古くなった機

法、リユース、レンタルなど、メーカー側も考えて頂きたいと感じています。 

9 測定したサンプルを自動的に処理 あっても良いかと思います。 する機器が

10 
新規分析技術の発掘が、ものづくりにおける新領域を提供できるアクティブ型分析技術の

創出が望ましいと思います。 

1

情報通信・ＩＴと分析（測定）機器とのネットワークシステの拡大化によって、よりコス

ト削減や時間の短縮が図れるのではないかと思う。事務所内のパソコンを使って測定結果

のモニタリングやデータの閲覧、現在使用中の機器や空いている機器の状況の把握が中小

企業においても行えるような安価なシステムの導入が、次世代分析機器、技術の実験を手

助けするものと考える。 

1 

12 
今後の開発では、材料、プロセスと分析の両方が解る人間をメンバーに含めることが重要

になるのではないでしょうか。 

13 
国立大学の法人化により、産学連携のより一層の加速化による幅広い技術開発を期待して

います。 
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日本メーカーの機器は原理だけでなく、工学的にも遅れているのではないか。トヨ
14 

タのよ

うにしっかりとしたものを作らなければならない。デザインや使い易さも大切。 

1
整合性を良くすることが必要。 

5 
現在は HPLC が広く利用されているが、MS を中心とした場合には、必要以上の試料と溶媒

を消費している。分離システムを小型化して MS 検出との

16 
極微少部分の極微量分析へのニーズは、益々高まるものと思われます。それと同時に全体

を適正に把握するニーズも必要不可欠となるものと思われます。 

17 
も必要であるが、安価な分析機器、教育機関（私学）の場合、保守費用の負担が重い。精度

保守し易い分析機器を期待したい。 

1

。 

8 

機器の進歩に対して試料前処理の技術は化学的な方法が現在でもとられている。しかし全

ての試料、目的成分に適用可能な前処理法はない。実社会では直接測られる方法が求めら

れるが、これら試料前処理技術の体系化が必要なのではと考える

19 
機器の取扱説明書（本も含む）などをもっと分かり易く書いて頂きたい。専門用語を纏め

て最後のページに載せるなどして頂くと非常に読み易いです。 

20 
も機械の取扱だけでなく具体的な使用方法のアドバイスが必要。ユーザー同士の情報交換

っと必要。 

2
抽出キットなどがあれば良いと考える。 

1 
会社毎にデータ解析プログラムが異なる。できれば統一して欲しい。迅速分析が求められ

ており、前処理の

22 
上は最も

分である。こ

センサ等検出部分の研究は幅広く行なわれているが、実試料を直接測定できる技術はない

し、今後も出てこないと思う。試料導入部は、研究対象としては地味だが、実用

大切な部分である。実際 GC/MS 等の装置でも最初に故障するのは試料導入部

この改良なしには新技術の確立はなしえない。 

23 
高まった場合、高性能化、低価格化が実現されていくようある分析機器に対してニーズが

に思われます。（RoHS 対応における XRF） 

24 
あらゆる分析はその検出限界に左右されるので、より検出限界を向上させる方法が必要と

考えています。 

25 
されていますが、日本国内では如何でしょうか。 

アメリカの NeSSI ISA において、10 年後を見据えた分析サンプリングシステムのインテリ

ジェント化、標準化が計画
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アンケート回答用紙 

 

Ⅰ 回

 

１．あな

① ・財団法人 

④ 

 

２．あな

さい。 

 

［国公

① 保健 

⑥ 

 

［大学

 ⑥ 工学系 

⑦ 

 

［社

①  セラミック（含ガラス、陶磁器） 

⑥ 

⑬ エネルギー関連  ⑭ 機械加工   

⑮ 

 

３．あな

 

① 研究職  ② 製品開発  ③ システム開発 ④ 製造  ⑤ 品質管理  ⑥ 知財管理  

⑦ 業務管理  ⑧ 情報収集・調査 ⑨ 教育職  ⑩ 営業  ⑪ 分析・検査試験業務   

⑫ 企画・立案  ⑬ 学生  ⑭ その他（                 ） 

 

答されるあなたの所属、事業所、業種、業務内容についておたずねします。 

たの所属されている事業所、機関の種類について、該当する箇所に○印を付けてください。  

国公立研究機関（特殊法人を含む）、自治体  ② 大学・高専等  ③ 社団

民間会社  ⑤ その他（        ） 

たの所属されている事業所、機関の業種・分野は何ですか。該当する箇所に○印を付けてくだ

 

立研究機関、自治体］ 

化学工学  ② 環境・資源  ③ 物質・材料  ④ 医学  ⑤ 衛生・

薬学  ⑦ 生物・バイオ  ⑧ 食品・農業  ⑨ 情報通信  ⑩ その他（          ） 

・高専等］ 

化学系  ② 物理系  ③ 薬学系  ④ 医学系  ⑤ 生物系 ① 

環境系  ⑧ 情報通信系  ⑨ その他（                ） 

財団・民間企業］ 

バイオ  ② 食品  ③ 電子機器  ④ 半導体  ⑤

団・

建材  ⑦ 化学  ⑧ 鉄鋼・金属  ⑨ 医薬・製薬  ⑩ 医療機器製造   

分析機器製造  ⑫ 受託分析・検査試験業  ⑪ 

情報通信  ⑯ その他（         ） 

たの主業務は何ですか。該当する箇所に○印を付けてください。 
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Ⅱ 今ある測定技術・分析機器についておたずねします。 

する箇所に○印を

付けてください。 

     ） 

また、使用の上で今後の改良点や課題があればお聞かせください。（複数回答可） 

 

  

 

 

上や機能の追加だけではなく、将来の研究開発や産業技術への応用、計測

 

１． 術が

けてください。 

）活用される分野・領域 

開発  ⑤ 臨床検査   

⑥ 食品・農業  ⑦ 化学・高分子 ⑧ 石油／エネルギー  ⑨ 自動車  ⑩ 電子機器・半導体  

 

 

 

１．現在、あなた自身が興味をもっている分野、または仕事の分野は何ですか。該当

① 物質・材料  ② 環境・資源  ③ 生物・バイオ   ④ 生体・医学・薬学  ⑤ 衛生・保健 

⑥ 食品・農業  ⑦ 化学工学・材料  ⑧ エネルギー関連 ⑨ 電子機器・半導体   

⑩ 情報通信  ⑪ その他（          

 

２．その分野においてあなたが現在使用されている機器、または近々購入を考えている機器は何です

か。 

（別表１） 

 

 

 

Ⅲ 現在の装置の性能向

等において、必要となると推測される今後の分析機器についてお尋ねします。 

将来の研究開発や産業応用を考える場合、どのような分野で、何を対象にして、分析機器・技

より必要と考えますか。該当する箇所に○印を付

１

① 物質材料・ナノテク  ② 環境資源  ③ 遺伝子検査  ④ 製薬

⑪ 情報通信・IT ⑫ その他 （                                  ） 
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２）対象とされる物質・材料 （具体的なものがあれば（ ）内にお書きください。） 

 工業材料（鉄鋼・金属、半導体、セラミックス）（                     ）  

③                                           ） 

④

⑤

⑥                 )        

 その他（                                             ） 

３） される分野、対象において具体的な分析目的（例えば局所の元素・分子の分布、溶液中の極

．本調査では次世代分析機器・技術を実現するために、重要と思われる要素として、1)サンプリング・

前処理、2)センシング及び検出技術、3)データ解析、4)システム化技術について調査をしています。 

．これらの要素を考えた場合に、あなたはどのような課題（ニーズ）があると考えますか。 

1)

2)

 

3)

 

)  システム化技術 

 

 

①

② 化成品（プラスチック、溶媒） （                               ）  

 生体試料（   

 医薬・食品材料 （                                          ） 

 環境試料   （                                         ）   

 エネルギー資源 (                       

⑦

 

想定

微量元素など）があれば、お書きください。 

 

 

 

 

Ⅳ

 

１

該当するものに○印を付けてください。また、具体的な内容を余白にお書きください。 

  サンプリング・前処理 

 

 

  センシング及び検出技術 

 

  データ解析 

 

4
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２．この課題を克服する場合、あなたはどのような要素技術が特に重要と考えますか。 

)  システム化技術 

5)

 その他、全般に関してご意見があればお聞かせください。 

 

ご協

宛先に報告書をお送り致します。 

    所 〒 

該当するものに○印を付けてください。また、具体的な内容を余白にお書きください。 

1)  サンプリング・前処理 

 

2)  センシング及び検出技術 

 

3)  データ解析 

 

4

 

  その他 

 

Ⅳ

 

 

 

 

 

力有り難うございました。 

本調査研究の終了後、この

住

 

貴機関名  

 

所属・役職  

 

お 名 前  

 

電話番号  
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能
感 再 コ 操作 の

a 紫外可視 光光度

b 赤外／近赤外分光光度計

c 蛍光分光光度計

d 原子吸光分光装置

e ICP-AES

f その他

a pH/イオンセンサ

b バイオセンサ

c 水晶振動子式センサ

d SPRセンサ

e その他

a HPLC/IC

b GC

c 電気泳動装置

d その他

a 質量分析計(LCMS等を含む）

b 蛍光X線分析装置

c X線回折装置

d 磁気共鳴装置(NMR,ESR等）

e 電子顕微鏡

f その他

a DNAアレイ（DNAチップ）

b DNAシーケンサ

c プロテインシーケンサ

d その他

測定対象

析装置 問題点（ 当欄に○印を

そ
の
他

表的な 名

光
分
析

セ
ン
サ

分
離
分
析

電
磁
気
分
析

Ⅱー２　回答記入表

試料／試
薬量が多
い

分析時間
が長い

分

分析処理
力

の

度

該

現性 スト

付けてください）

性 そ 他

分 計

分析機器 代 試料

（別表1）
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３．国内ヒヤリング結果 

次世代計測・分析システムに必要となるシステム化技術に関する調査研究 

国内調査結果報告 

 

国内調査は、国内において次世代計測・分析技術に係る研究開発に携わっている下記の研究機

関を対象とした。 

１．（独）産業技術総合研究所 

（１） 糖鎖工学研究センター、 

（２） バイオニクス研究センター、 

（３） 界面ナノアーキテクトニクス 研究センター 

（４） 生物機能工学研究部門 

（５） 環境管理技術研究部門 

２．マイクロ化学プロセス技術研究組合 

３．慶応義塾大学 理工学部 鈴木 孝治研究室 

４．東京大学大学院理学系研究科 梅沢研究室 

５．(独)理化学研究所 中央研究所 

（１） 前田バイオ工学研究室 

（２） 武内ナノ物質工学研究室 

（３） （株）フューエンス 

（４） 河田ナノフォトニクス研究室 

調査結果の概要を以下に記す。 

 

１－（１）． 

訪問先：独立法人 産業技術総合研究所  

糖鎖工学研究センター 糖鎖遺伝子機能解析チーム（成松 久チーム長） 

面談者：亀山昭彦主任研究員他 1名  

訪問者：齋藤、古川、原田、石川、金子、戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 17年 11月 30日（水） 

 

ここでは、がん、免疫、感染症、再生医療などの鍵を握る生体高分子「糖鎖」に関し、糖鎖

遺伝子の機能解析を主な目的としている。ゲノム世代には研究を支えるテクノジー・装置とし

てＤNAシーケンサー、DNAシンセサイザー、DNAマイクロアレイ等があり、プロテオーム



世代の研究にはプロテインシーケンサー、質量分析計、ペプチド合成装置等がある。しかしな

がら、ポス は、現在

確立されたものはない状況といえ、新た 開発が望まれている。ここではその

めの新たなテクノロジーである糖鎖微量迅速分析システムの開発を行っている。これは多数

クトルに合致するものを探すというものである。この糖鎖微量迅速分析シ

程度）の試料から数分で立体異性体を含む複雑な糖鎖構造を解

析で 判明した多種類の糖鎖標準品が必須となるが、約 300

種あ 合成酵素を作成し、これを利用して糖鎖標準品を合

成し づく複雑な構造をもつため、有機

合成 、ここでは糖鎖遺伝子を利用して短時間に合成する方法

を考

 

 

 

 

 

 

造、機能解析のためにｎ乗の質量スペクトル（MS）ｎ

ラップ飛行時間型質量分析装置

使用して、試料のMS/MSスペクトルと（MS）３の固

フラグメントデータからデータベースを自動検索することにより、糖鎖の立体異性体の識別

を

トプロテオーム世代である糖鎖の研究を支えるテクノロジー・装置として

なテクノロジーの

た

の糖鎖標品の多段階タンデム質量分析スペクトルパターンをデータベース化しておき、その中

から分析対象のスペ

ステムにより極めて微量（１ng

きる。データベース構築には構造の

る糖鎖遺伝子から 160種類以上の糖鎖

ている。糖鎖の構造は枝分れ構造や立体異性の違いに基

で糖鎖を作るには長時間を要すが

案している。 

 

 

 

 

 

 

 

これらのライブラリーを基に糖鎖の構

を得ることが可能な市販のレーザーイオン化四重極イオント

MALD-IT-TOF-MS（AXIMA－QIT）を

有

可能とする新たなテクノロジーである糖鎖微量迅速分析システムを開発している。 MS/MS

スペクトルからコンピュータが適切なフラグメントを選択し、そのスペクトルから自動検索し

同定（定性）するようになっている。実際に装置を動かしてデータをとり解析までの操作を実

多種類の糖転移酵素

糖鎖MSn

スペクトルDB

糖鎖ライブラリ

エンザイムキュー合成法

多段階タンデム質量分析(MSn)

質量分析計
(AXIM -QIT)分析試料 A 糖鎖構造

３．糖鎖微量迅速解析システム

２．糖鎖ライブラリ合成ロボット

１．糖鎖遺伝子

NEDO:糖鎖遺伝子PJ

H13年度～H15年度

MKI

島津

ヒトゲノム
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演していただいたが、分析時間は約 5分程度であった。試料はプレートに多数装着可能で、検

体処理能も高く解析ソフトも含めテクノロジーとしてはほぼ完成しているように見受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 り、血液の場

合では２～ 通と思われた。 

上のように、開発された糖鎖微量迅速解析システム及び糖鎖遺伝子ライブラリーが更に充

実することにより、今後、がん、免疫、感染症、再生医療の鍵である糖鎖の研究が飛躍的に加

速され、病気の早期診断法の開発や新薬のターゲット分子の同定等がなされることが期待され

る。 

１－（２）． 
訪問先：独立法人 産業技術総合研究所  

 

 

 

としては試料をこの分析装置にかけるまでの前処理操作がマニュアルであ

３日程度かかるとのことであった。この辺の課題は他の手法にも共

以

 

バイオニクス研究センター 糖鎖系情報分子チーム

面談者：和泉雅之 研究員

訪問者：齋藤、古川、原田、石川、金子、戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 17年 11月 30日（水） 

ここでは核酸、蛋白質に次ぐ第３の生命線として知られる糖鎖を用い、糖鎖が細菌、ウイル

ス、タンパク質などのレセプターとして働くことを利用して、特異的な結合を利用したセンサ

Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1

GlcNAcβ1-2Manα1
Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc-PA

3

6 6
Fucα1

GlcNAcβ1-2Manα1
Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc-PA

Fucα1
6 6

Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1 3

ONG-a6

ONG-cd

1200 1400 1600 1800 2000 22001200 1400 1600 1800 2000 2200

MS

m/z 1725

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

MS2 (m/z 1725)

指紋照合で候補を選択

候補
ONG-cd
ONG-a6

これらを判別できる断片

データベース

重要な断片イオン

m/z 1280

糖鎖微量迅速解析システム

イオンを測定者に示唆

指紋照合で最終判定
200 300 400 500 600 700 800 90 0 1000 1100 1200 1300200 300 400 500 600 700 800 90 0 1000 1100 1200 1300

MS3 (m/z 1280)

ONG-a6
答え
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ーの開発をしている。 

 実際には特異的にレセプターとして働く糖鎖の設計から、センサーチップへの固定化等を研

究し、高密度糖鎖固定化技術を開発している。それを基に固定化した糖鎖に結合するたんぱく

質を水晶振 行っている。 

高密度糖鎖 コグラム（１兆

分の１グラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン

 

 

ベロ毒素は

動子、表面プラズモン共鳴（SPR）などによるリアルタイムの計測を

固定化技術により蛋白質をナノグラム（10億分の１グラム）からピ

ム）オーダーで検出することが可能となっている。 

また、糖鎖を固定化した金属ナノ粒子を用い、糖鎖結合性たんぱく質との結合を色変化 

として観察することを利用したフィールドへの適用等も検討している。この糖鎖を利用したセ

サーは、プラズモン共鳴を用いた病原性大腸菌Ｏ-157の産生するベロ毒素の計測、毒性の強

いバイオテロとして注目されたリシンの計測へ応用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

致死量の３０分の１以下の濃度まで検出可能ということである。また、毒性の強い

たんぱく質であるリシンを従来の抗体法、リボヌクレアーゼ活性法と糖鎖法と比較した結果は

検出原理
細菌、ウイルス、毒素の
感染機構

糖鎖

細菌

ウイルス

毒素

まず、細胞表面の糖鎖と結合

糖鎖チップによる検出

検出 (SPR)

ベロ毒素

ウイルス

ポイント１
糖鎖設計
（特異性）

ポイント２
リンカーの設計
（検出感度）

プリズム

検出器

タンパク質

リガンド分子

SPR)センサーの概要表面プラズモン共鳴（

タンパク質とリガンド分子が結合
すると共鳴カーブがシフトする。

レーザー
光源

従来法

高密度法
センサー表面の分子集合体構造
を制御することで、従来法と比

結合力が得ら
より、タンパ

ク質の検出感度 向上すること
ができ、ng（10-9g）からPg
（10-12g）の高感度検出が可能
となった。

べ約１０００倍の
れた。この技術に

が

従来法

高密度法
センサー表面の分子集合体構造
を制御することで、従来法と比

結合力が得ら
より、タンパ

ク質の検出感度 向上すること
ができ、ng（10-9g）からPg
（10-12g）の高感度検出が可能
となった。

SPRによる糖鎖結合タンパク質の検出

べ約１０００倍の
れた。この技術に

が
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下記のようである。 

 

分析方法 検出限界 分析時間 検出手段 

糖鎖法 １ng/ml 10min SPR 

抗体法 40ng/ml~4000ng/ml 15-20min 蛍光法 

リボヌクレアーゼ活性法 1124ng/ml 24hr LCMS法 

 

また、課題 現場分析が可能

なるように、ハンディータイプの装置の開発研究を進めるということである。近い将来、ハ

ディータイプを含め、この糖鎖法による分析技術・装置が次世代計測機器として活用される

とが期待される。 

－（３） 

問先：独立法人 産業技術総合研究所  

界面ナノアーキテクトニクス 研究  

談者：二又政之 主任研究員 

訪

法の研究をされており、主に

所環境下での単一分子 高感度化）と全反

近接場ラマンによる超解像化を目的としている。これは、固/液界面で起きる構造変化を原子･

子レベルでとらえるには、走査型トンネル顕微鏡（STM）や原子力間顕微鏡（AFM）をは

めとして表面 X線散乱法（SXS）などの進歩により可能になってきているが、これらの手法

は吸着種の同定をはじめとして、配向性や電極表面との相互作用などの情報を直接得ること

困難であること、それに対して振動分光法は感度の低さが改善されれば重要な情報を与え得

とことによるものといえる。 

ラマン分光法は高感度法の開発に加えて、近接場光学顕微鏡との複合により、従来では得ら

なかった新しい知見を提供することができるようになってきているが、ここではＡＴＲ

Attenuated Total Reflection）法を用いて、金属表面プラズモン（LSP）を励起し、増強さ

としては、計測のためのＳＰＲを用いた装置が比較的大きい点で、

と

ン

こ

 

１

訪

センター

面

問者：齋藤、古川、原田、石川、金子、戸野塚（事務局）  

実施時期：平成 17年 11月 30日(水) 

 

ここでは、単一分子感度とナノメータ分解能を持った振動分光

局 感度をもつ表面増強ラマン散乱(SERS)法の開発（超

射

分

じ

で

は

る

れ

（

れた局所電場を利用して赤外・ラマン分光法の高感度化・超解像化を図っている。金属微粒子

に局在する表面プラズモン（LSP）のカップリングによる共鳴波長の赤外領域への拡張を利用
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した高感度 ATR―IR 分光法においては、吸着層に存在する化学種の検出や、自己組織化単分

膜/水溶液界面に存在する水分子を検出している。これらは電極表面として燃料電池触媒への

適用などが いる。 

強ラマン錯乱（SERS）による単一分子分析法に関して、局所電場計算による単一分

える金属ナノ構造の予 を研究す り、従 典的

して１ １１の増強感度が得 。また 現

であるBlinking(SERS)信号の点滅)が銀ナノ粒子表面での吸着分子の熱拡散によることを明

見学させていただいた研究に使用されている分析機器は市販装置をベースに改造されたもの

、先端研究開発に必要な機器がここで開発されていることを間近に感じることが

 

オセンシング技術研究グループ 

談者：丹羽 修 副研究部門長、グループリーダ 

訪

子認識の研究開発をしている。 

子

考えられて

表面増

感度を与 測など増強メカニズム ることによ 来の古

SERSの１０４－１０６に対 ０１０－１０ られている 、単一分子

象

らかにしている。 

近接場光学顕微鏡とラマン分光法の複合化においては、光ファイバプローブを用い表面プラ

ズモン（LSP）を利用することで、空間分解能３０－５０nm での超解像ラマンイメージを検

出している、 

ばかりであり

できた。 

１－（４） 

訪問先：独立法人 産業技術総合研究所 

    生物機能工学研究部門 バイ

面

問者：齋藤、古川、原田、石川、金子、戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 17年 11月 30日（水） 

 

ここは生物機能工学研究部門の１５研究グループの１つで、主に界面電気化学、材料、デバ

イス技術等の多彩なアプローチにより生体分子・有機分子の機能を高度に発現したセンシング 

素子を研究開発している。現在、環境、医療福祉、バイオプロセス分野でのモニタリングへ

の適用を目的に、主に電気化学増幅を利用した高感度ペプチドホルモンセンサの開発及び電極

表面の自己組織化膜を利用した分

 

高感度ペプチドホルモンセンサは、免疫反応と電気化学検出器を組み合わせたもので、酵素

標識抗体と試料中の抗原との反応後、標識酵素の基質を加え、酵素反応による生成物を基板上

に濃縮後、電気化学検出をおこなうことにより、疾病マーカ分子などの生体中に極めて低濃度

で存在する分子を高感度で測定可能としている。実際には心疾患マーカーである血中の脳性ナ
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トリウム利尿ペプチド（BNP）の測定においては、電流が濃縮しない場合に比べて 100倍以上

増幅され、20-40pptの極めて低濃度の測定に成功している。 

また、電極上に自己組織化法によりセンサー機能膜を形成する技術を開発し、膜の構造と機

能

る。これらは DNA特定塩基対を認識することに応用することが期待され

る

オ

の関係を走査型プローブ顕微鏡、全反射赤外分光法、表面プラズモン共鳴法、表面増強赤外

分光法等により観察し解明している。電極上に特定の核酸類似分子と相互作用のある薄膜を形

成することに成功し、核酸類似の末端を有する自己組織膜を形成すると、溶液中の核酸を選択

的に電極表面と相互作用させることができ、その相互作用が電極電位により変化することを分

光学的に解明してい

。 

 

このようにここでは、電極バイオセンシング技術とナノテクノロジーを融合した新しいバイ

センシング法の実現を目指した研究開発が行われており、次世代計測、分析技術に繋がる最

先端の研究開発内容の一端を見ることができたと思われる。 
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１－（５） 

訪問先：独立法人 産業技術総合研究所 

 

学物質」と「場」の相互作用の診断のための診断技術･装置の研究開発を行っている。具

体的には、環境問題の発生を未然に防止する診断・予測技術として環境診断のための高感度モ

ニタリング技 （CE）とレーザーイオ

ン化飛行時間型質量分析装置

る新たな検出 MALDI-TOF-MSにか

け得られた測 を同定するもので、菌の株

レベルまで同 物が数十分で検出可能とな

っている。関連し の研究も行っており

Si/Geのドッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   環境管理技術研究部門 計測技術研究グループ 

面談者：田尾博明 環境管理技術研究部門副部門長、計測技術研究グループ長 

訪問者：齋藤、古川、原田、石川、金子 戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 17年 11月 30日（水） 

 

この研究グループでは、環境診断技術の開発を重点課題としており、従来の「化学物質」か

ら「化

術を開発している。その一つとしてキャピラリー電気泳動

MALDI-TOF-MS を利用した環境中に棲息する微生物を同定す

法を開発している。これはCEで菌を分離した後、それを

定パターンをデータベースと比較することにより、菌

定可能となっている。因みにこの方法により有害微生

てソフトレーザー脱イオン化のためのマトリックス

トプレートを用い成功している。 

＋

ー

キャピラリー

サンプル導入口

光学検出

電気浸透流

キャピラリー

B
B

 

 

 

 

A
A

B
B

B

B

A
AB

A

A
A

B

B

B

B

分離条件の最適化

質量分析用プレート

【研究内容】

電気泳動において微生物の分離度を向上さ
せるための泳動条件を最適化し、さらに質量
分析法による微生物同定用のマーカー分子
の探索を進めた。両技術の融合を図るため
のインターフェイスを開発し、迅速な微生物の
分析技術を開発した。

環境管理技術研究部門

【概要】

環境や食品中の微生物を分離するための電
気泳動技術と、微生物に固有な生体分子を
検出するための質量分析技術を融合化した、
微生物の新しい迅速分析技術を開発した。

【開発技術はどう使われるか】

・ 環境中で有害化学物質の分解に係わる微

生物の同定

・ 微生物を用いる環境修復技術の管理

・ 水中の有害性微生物の迅速検出

環境微生物の分離・同定方法の開発
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また、内分泌撹乱物質、微生物の検出のためのマイクロチップ電気化学検出器を開発されて

ようになっているが、現在は 8チャンネル毎の信号

用いた分子認

ハンディータイプの装置を見せ

。 

 

ロマトグラフGCと高周波プラズマ質量分析

装置 ICP-MSとを結合したGC/ICP-MSを開発し、石油中の硫黄元素の高感度分析に適用して

いる。

た、液体クロマトグラフからの溶出物を光分解するための水銀ランプとして、ポストカラ

ム 同様に扱える構造とした同軸型水銀ランプを考案し、ほぼ１００％の分解効率を得ている。 

のように、ここでは環境分野における種々の次世代計測・分析システムが研究開発されて

おり、今後、この分野での発展が大いに期待される。 

おり、チップ上に９６の電極がつけられる

処理で行っている。 

ダイオキシン、ＶＯＣを対象とした水晶振動子と分子認識膜によるセンサーを

識センサーの開発も行っている。水晶振動子を用いた水銀用の

ていただいた。感度はｎｇオーダーとのことである

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他に、新しい分析装置の開発としてガスク

 

ま

と

こ
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２

、八谷研究員、大橋研究員、高橋研究員、岡山研究員 

訪

本組合は、マイクロ化学・生産システムに関する試験研究を行う計２８社によって平成１４

年７月に設立

研究は、下記

①マイクロ化 ラント技術研

究（グループ

②極微少量で 究（グループ

リーダー 東

③マイクロ空 マイクロ化学

プロセス技術の体系化研究（グループリーダー 東京工業大学 黒田千秋教授）」 

 

ことが可能となり、新薬の開発や高効

率化学プラントの実現ができるといわれている。 

た、極微量・高速反応を応用した分析機器は、モバイルで「その場分析」が可能となる。 

このような特徴をもつマイクロ空間の化学反応の応用は、新しい市場の創出が期待されている。 

マイクロ化学プロセス技術研究組合で行われている多くの研究の中から、ヒヤリングを行った

５テーマを紹介する。 

 

． 

訪問先：マイクロ化学プロセス技術研究組合 

面談者：北岡技術部長

問者：齋藤、古川、原田、金子、戸野塚(事務局) 

実施時期：平成 17年 12月 6日(火) 

 

された組合である。 

の３グループに分かれて行われている。 

学プラントをシステムとして実用化を目的とした「マイクロ化学プ

リーダー 京都大学 吉田潤一教授）」、 

高速な各種分析システム開発を目的とした「マイクロチップ技術研

京大学 北森武彦教授）」、 

間における流体解析や加工・処理手法等の知識体系化を構築する「

事業規模は、参加企業の組合費と NEDO の研究委託費によって平成１４年度から平成１７

年度まで約４３億７千万円である。 

 

今回、「マイクロチップ技術研究」の集中研究所（神奈川サイエンスパーク内）を訪問し、ヒ

ヤリングを行った。 

マイクロ空間では、高速の化学反応が起きることが知られている。この化学反応を自在にハ

ンドリングできれば、従来出来得なかった反応を起こす

ま
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「マイクロチップ・ガス分析システム」 

液交差流や気液向流の基礎研究である。気液合

せ、前処理に必

している。 

が検討され、平成１７年度にはガス分析検出の主要部分

集積化する予定である。 

 

マイクロチップアレルギー分析システムの開発」 

こ

ステムの開発を

的にしている。 

ア

めて、検体（特異 IgE）導入か

ら

の

ターフェースの研究」 

定時間の大幅な短縮と効率化、試薬量、廃液量の低

減を目的としESI-MSへの試料導入のための前処理装

置として、リン酸バッファを含む逆相系 LC溶離液か

この研究は、迅速なガス分析を実現するため気

流点で気層と液層を逆転させ、下流で気液層流とすることで高効率気液反応さ

須な「混合」や「抽出」したうえで気液分離を可能に

平成１６年度は、ガス分析システム化

を

 

 

 

 

 

 

 

 

「

の研究は、医療現場で一滴に満たない血液で迅速に

測定できる多項目のアレルギー分析シ

目

レルゲンをコートしたビーズをマイクロ流路に作ら

れたダム構造に堰きと

抗体導入、酵素導入、基質導入し熱レンズ顕微鏡で

測定するまで２０分程度で終了するシステムである。 

試作したシステムを用いてスギ、ダニ、卵白、総 IgE

４項目を同時分析するうえで相関性と精度を評価し

ている。 

 

「既存分析装置とのイン

測
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を利用したESI-MS用インターフェースを開発する

NMR試料管に代わる検出

血

イクロチップ上で微量の血液から多項

できるシステムの開

高感度な分析法を確立するこ

な数十分で結果が得られるメ

ッリトは大きい。 

らの脱塩とするマイクロチップおよびそれ

ため技術的検討が行われている。 

 

また、NMRとのインターフェースでは、試料量を多く必要とする

部容量１１μLの微量で測定できるインターフェースチップが試作されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 液成分分析のミクロ化の研究」 

マ

目の血液生化学分析を行うことが出来る

システム、また試薬封入・使い捨てマイ

クロチップと小型の測定機により、開業

医の診察室でも使用

発を目指している。総コレステロール、

HDL コレステロール、中性脂肪の３項

目をマイクロチップ上で測定を確認後、

３項目同時測定器を試作し評価している。 

さらに、測定システムの小型化を目指し

ている。 

 

 

「細胞内たんぱく質分析」 

患者組織から採取した細胞からマイクロチップ上で癌マーカー等

疫分析により検出することで、３０分以内で結果がわかる迅速、

とを目的に研究がされている。従来、２日かかる分析がこのよう

のたんぱく質を取り出し、免



 

 

 

 

 

木孝治研究室 

     慶應義塾大学理工学部中央試験所 木孝治所長 

面談者： 鈴木孝治教授（試験所所長）、小松広和助手他 

問者： 齋藤、古川、石川、原田、平井、後藤、戸野塚 

施時期： 平成１８年１月１１日(水) 

、電極・電極材料に関する分析法（近接場―原

学センサーの開発に関する分析法（オプトード、ＳＰ

境分野への応用へと展開している。 

によって、高速・簡便な蛍光イメージングを実現可

が理解されていなかったマグネシウムに焦

開発し、細胞レベルのマグネシウムの役割

複数物質を測定するプローブ（単分子マル

ムマグネシウムマルチ蛍光プローブでは、マルチ

同時イメージングを実現した。細胞内の複

時イメージングによって、これまでに知られてなかったさまざまな生理現象の相関

解明されることが期待される。 

蛍光プローブの研究においては、有機合成に関する装置（ガラス器具系、ＮＭＲ、ＥＳＩ－

び蛍光イメージング装置（ニコンなど）を利用している。蛍光イ

に電極を作製することで、近接場、電気化学、原子間力の３モードを同時

 

 

３． 

訪問先： 慶應義塾大学理工学部応用化学科 鈴

鈴

訪

実

 

慶應義塾大学理工学部鈴木孝治（分析化

規蛍光プローブによる細胞内イオンの測定など）

子間力―電気化学顕微鏡の開発など）、光

Ｒセンサーなど）の開発を行い、バイオ・医療・環

細胞内のイオンを測定する蛍光プローブ

能である。鈴木研究室では、生体内・細胞内で働き

点を当てた、高選択性マグネシウム蛍光プローブを

の解析へと展開している。近年は一つのプローブで

チセンサー）の創製を行っており、カルシウ

学）研究室では、主に、機能分子を用いた分析法（新

プローブによる細胞内のカルシウムマグネシウムの

数物質の同

が

ＭＳ、ＨＰＬＣ、など）およ

メージングにおいては、励起光および検出器、スペクトル解析などの改良・改善により、より

高制度、より多成分の生体成分の測定が可能になると考えられる。 

さらに、鈴木研究室では、近接場―原子間力―電気化学顕微鏡の開発を行っている。先鋭化

光ファイバーの先端
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に測定できるプローブ電極を作製でき、１００nm 以下での高分解能での（液中の）生細胞測

胞のチャネルなどの微小な構造体近傍での電気化学活性物質（カテ

光の高分解能測定により、あたらしい細胞レベルの生理学的な知見を

。 

生体物質をプローブ顕微鏡で測定する際には、プレパレーションに 存する部分が多く、Ａ

ＦＭ/電気化学顕微鏡に向けた生体サンプルのプレパレーション技術の革新が望まれている。 

に、シックハウス症に対応した、住環境でのアルデヒドを簡便に測定する試験紙、質量

まざまな最先端の研究を行っ

や電気化学測定技術をベースに、

用センサーなどさまざまな分野で用いられ

次世代の計測・分析システムの基礎となる研究開発を行っており、意義深い調査研究ができ

た

定を目指している。 

神経細胞の接続部分、細

コールアミンなど）や蛍

得ることを期待している

依

さら

分析プローブによる質量分析の高感度化など、実用化に向けたさ

ている。 

 

 以上のように、鈴木研究室は、機能性分子の分子設計技術

単一細胞レベルのバイオ分析、医療用チップ、環境

る

といえる。 

 

図 ： JST-CREST「ナノケミカルプローブの創製とバイオ・医療計測」より 
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４． 

訪問先：東京大学大学院理学系研究科 梅澤喜夫研究室 

面

１６日(月) 

 

発

質を用いた発現型のプローブは、リン酸化、セカンドメッセンジャーなどのシグナ

伝達に関与する生体分子の挙動を観測でき、その原理を用いて多数の酵素・生体分子に対応

体反応を測定するプローブの開発を進め、一細胞レベルのさまざまな生体現象

解明を目指している。 

合成装置、

グ装

置

、励起光

、よ

り

転移、

の方

 

、単

s（点変

 

にお

ルの

レパレーション技術の改良が必要である。また、通常、プローブ顕微鏡による高分解能解析

談者：梅澤善夫教授、佐藤守俊講師 

訪問者： 齋藤、石川、原田、金子、小松 戸野塚 

実施時期： 平成１８年１月

東京大学大学院理学系研究科梅澤善夫（分析化学）研究室では、主に、タンパク質を用いた

現型の蛍光・化学発光プローブを開発による生体シグナル伝達分子の解析手法の構築、分子

ＳＴＭによるＤＮＡの単分子レベルのシーケンシングに関する研究を行っている。 

タンパク

ル

するプローブを作製しうるのが特徴である。一方で有機分子のプローブでは、Ca,Mgなどの非

常に小さなイオンや低分子に測定対象が限定される。 

梅澤研究室では、近年細胞内ＮＯを高感度に測定できる発現型のプローブの開発に成功し、

さらに多数の生

の

発現型蛍光プローブの研究においては、タンパク質の合成に関わる装置（ＤＮＡ

ＤＮＡシーケンサー、タンパク質分離装置（Western Blotting）、）および蛍光イメージン

（カールツアイス、ライカ、オリンパスなど）を利用している。 

蛍光イメージングにおいては、イメージング装置の感度（～nM以下の濃度の測定）

および検出器の安定性、高分解能のスペクトル取得などの改良・改善により、より低濃度

多成分の生体成分の測定が可能になると考えられる。 

また、アメリカでは in vivo イメージングの研究（ネズミ大の検体でガン組織の増殖、

あるいは病原菌の生体での増殖等を、蛍光および生物発光で観察する）が進んでおり、こ

向へのタンパクプローブの開発および、イメージング装置の革新が望まれている。 

さらに、梅澤研では、ＳＴＭ短針をＤＮＡと相互作用する低分子で修飾することにより

分子ＤＮＡレベルでのシーケンスを目指した研究を行っている。一つのＤＮＡでＳＮＰ

異）を測定できれば、ハイスループットなテーラーメード医療が実現すると考えられる。

分子ＳＴＭの研究では、ＳＴＭ装置を用いている。分子ＳＴＭによるＤＮＡ解析の研究

いては、サンプルＤＮＡの前処理・固定化に困難があり、ＳＴＭ/ＡＦＭの分野でのサンプ

プ
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は高真空下で行うものであり、生体サンプルに適合した溶液系でのプローブ顕微鏡の高分解能

法は、生理学、創薬、医科学などの分野

なるものであり、新規なプローブの開発・

メージング装置の改良によってますます発展していくと考えられる。 

 

 

化が求められている。 

 

以上のように、生体分子の細胞レベルの新規な解析

で用いられる次世代の計測・分析システムの基礎と

イ
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５－（１） 

訪問先：理化学研究所中央研究所 

   前田バイオ工学研究室 

面

a)  

化学研究所は 1917年の創設以来、「自由な発想に基づいた理学と工学の最先端の開拓」を

理念に、研究者の自由な発想を可能とする環境と研究者同士の連携の場を提供してきた。今日、

物 学、化学のみならず、工学、生物科学、医科学分野も包括している。研究所は中央研究所

を中心に９つの研究所・センターを有しており、一定数の研究指導者に、大きな権限を与えて

いる「主任研究員制度」と横断的な研究のための「研究推進グループ」、あるいは外部資金等の

導入によって、独立的に研究を運営する研 られている。成果に関しては、

積極的に社会に対する還元を進めており、特に理研ベンチャービジネスの促進を支援している。

2005年 4月現在、43の研究室が設けられ 学、能楽、医学の様々な分

野で研究が進められている。 

 

b) 室概要 

田バイオ工学研究室では、工学とバイオの新たな融合領域の開拓を目的としており、分析

化学、高分子化学、生化学、分子生物学などを基礎に、バイオ成分を融合した新物質・新材料

創製、バイオ計測の新原理・新手法開発、生命プロセスの人工的制御に関する研究を行ってい

る。研究テーマはバイオ材料の科学、マイクロ／ナノ分析化学、環境分子の情報科学で、DNA

バイオセンサ、アフィニティー電気泳動、SNPｓ応答性ナノ粒子などへの研究成果が発表され

ている。今回は、数ある研究の中から細川先任研究員及び座古研究員より、一端を紹介しても

らった。 

 

 

談者：前田端夫主任研究員、細川和生先任研究員、座古保研究員  

訪問者：齋藤、古川、平井、原田、後藤、戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 18年 2月 1日 

 

理化学研究所概要

理化学研究所中央研究所（和光市）を訪問し、先端的な研究内容や次世代の計測に関するヒア

リングを行った。理化学研究所内は前田バイオ工学研究室の前田主任研究員にアレンジをして

頂き、前田バイオ工学研究室、武内ナノ物質工学研究室（理研ベンチャー ワイコフ科学（株））、

理研ベンチャー （株）フューエンス、河田ナノフォトニクス研究室を訪問、話を聞くことが

できた。 

理

理

究ユニット制度が設け

ており、理学、工学、薬

前田バイオ工学研究

前
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c) PDMSの物性を活かした自律型マイクロチップ 

ポリジメチルシクロヘキサン

（PDMS）は、シリコンゴムの一種

ソグラフィを利用した

ルド加工などで、マイクロチッ

プを簡単に作ることができる。この

物質の特性のガス溶解性は、PDMS

１体積に対し、0.1 体積の空気をと

とで、流路内の圧力が低下し、リザーバーの液体が移動する。この原理に、PDMS

の

NA をあらかじめポリマー

ポ

で、フォトリ

モー

け込ませることができる。この性質

を利用し、自律型のマイクロチップの開発を行った。作られたマイクロチップを真空下におい

てチップ内の空気を脱気させる。このチップを大気中に取り出した後に、リザーバーに溶液を

滴下させると、再び空気を取り込み、流路の中の空気が外界から遮断され、これを PDMS が

吸蔵するこ

もう一つの特長である疎水性を組み合わせる。すなわち、流路の一部をくびれさせると、表

面張力の作用で気－液界面の通過が妨げられ、結果として常に同じ位置で液が接することとな

る。このようにして導入された試料に対し、電場をかけ電気泳動を行えば、ポンプ等の駆動部

分がない、自律型のマイクロチップができあがる。 

この技術にもう一方の研究

テーマであるアフィニティー

バイオプローブを組み合わせ

ると、遺伝子の簡易診断が可

能となる。配列認識用一本鎖

D

鎖に固定しておくと、試料が

リマー溶液中を泳動すると

きに、アフィニティー分離をすることができる。この場合、試料の特定物質の濃縮が起こり、

その位置を特定することができるため、原理的には、移動度ゼロ、濃縮無限大の場が形成され

ることになる。一本鎖 DNAの種類を変えることで、様々な遺伝子の正常、異常を見分けるこ

とができ、ヒト遺伝子一塩基多型（SNP）識別によるテーラーメイド診断が可能となる。 
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d) DNA担持ナノ粒子による遺伝子診断 

 一

い

を

添

粒

た

さ

透

集合体の平均で表され、その中で隠れて

い ことにつながる。例えば、生物分子モータが、１個の ATP を

STM 等の技術により、ナノテクノロジーやバイオテクノロ

、生きた生体分子の観察には、時間がかかりすぎるという欠点

合させ、蛍光顕微鏡で観測する方法が見いだされ、使われるよ

ドの低減が課題として残っている。そこで、観測したい領域の

要があり、エバネッセント場を利用する蛍光法が開発された。

査型光学顕微鏡）であり、STMや AFMと組み合わせても使用

、

00nm以下のものが得られていなかった。分解能では X線顕微鏡（集光が難しい）、電子顕微

鏡（真空中）、STM,AFM,SNOM（表面付近のみ）などがあるが、それぞれ問題が存在してい

る。しかし、最近では、２波長励起や SPR イメージングなどの新しい技術も開発されてきて

本鎖 DNA がコロナ状に突き出て

る高分子コロイド（DNAナノ粒子）

設計し、この分散液に検体 DNAを

加させたところ、完全一致の場合に

子の凝集が起こり、液の白濁が生じ

。しかし、わずか一塩基だけを変異

せたものでは、この現象は起こらず、

明を維持していた。この現象は、

DNA 修飾金ナノ粒子でも起こることがわかった。この金ナノ粒子は凝集すると溶液の色が赤

色から青色へ変化するため、目視による SNPｓ診断が容易になる。 

この技術は、また、無動力マイクロ流体デバイスと組み合わせると、PDMSの壁にこの粒子

が堆積し、部分的な色相変化となって観察される。この方法を用いると、簡易で高感度な診断

の可能性がある。 

 

e) １分子蛍光イメージング 

生体分子を１分子レベルで観測することは、従来が

たものが明らかになってくる

加水分解する間に、何回力を発

１分子計測の方法に関しては、

ジー分野に貢献をした。しかし

がある。そこで、蛍光色素と結

うになったが、バックグラウン

蛍光色素を局所的に励起する必

この方法はNSOM（近接場走

される。しかし、生物などを捉える場合に、速度が問題であり、その解決として全反射による

エバネッセント照明を見る方法が開発され、市販されている。この欠点は、照明が垂直方向に

しか局所かできなかったことにあるが、ナノ開口技術によって平行方向への局所かが可能とな

り、数μMでの濃い状態の観察ができるようになった。光学顕微鏡の分解能が回折限界があり

揮するかというような回答を得るためには、不可欠である。 

1
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いる。細胞内に蛍光色素を導入する場合の問題点もあり、細胞インジェクトの際に、細胞損傷

ャ

穴に入れると細胞がその穴をふさぎ活動するセミインダ

た、生体観測をするためには蛍光色素が退色しにくいこ

トなどの技術が発表されている。望みの位置に、生体分

い蛍光色素を導入する技術の開発が、今後、この分野の

 

５－（２） 

訪問先：理化学研究所中央研究所 

実

 

武内研では、元々レーザ利用ウラン濃縮を行っていたが、その時のニーズが様々な技術を生

ンにレーザ照射を行うと５フッ化ウランとなるが、これが、超微

量

子

が起こる問題に対しては、集束イオンビームによるキ ピラリーインジェクションや、小さな

クト細胞の利用なども注目される。ま

とが必要で、これに対しても量子ドッ

子の活性に影響を与えず、退色のしな

鍵を握る。 

面談者：武内ナノ物質工学研究室 武内一夫主任研究員 

訪問者：齋藤、古川、平井、原田、後藤、戸野塚（事務局） 

施時期：平成 18年 2月 1日 

  

a) 武内研究室概要

み出している。６フッ化ウラ

粒子（ナノ粒子）を形成する。これを測定したいという要求がDMA（ Differential Mobility 

Analyzer）の開発につながった。 

現在、この研究室ではナノ物質の選別技術とその応用、サイズ選別をしたクラスター、ナノ粒

の成長過程研究、ナノインテグレーション技術を活用した新しいナノデバイス、ナノ集合体、

ナノコンポジットの開発を行っている。特に、フラーレン・高分子系複合材料の開発などで、

一定の成果を得ており、さらなるナノインテグレーション研究とナノ操作技術開発の強化に努

めている。研究成果に対しては実用化と社会還元にも力を入れており、企業との共同研究の他、

理研ベンチャー（ワイコフ科学（株））を立ち上げ、協力体制で研究を進めている。 

 

b) DMA（微分型静電分球器） 

DMAの原理は荷電されたナノ粒子を電場を利用して、一定の粒子径で分球するものである。

すなわち、図において、二重円筒の上方からシースガスを一定流量で流し、外筒の 
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     ナノ粒子の選別                開発された装置 

給する。外筒、内筒の間に 10V

る。試料ガス中のナノ粒子は、平衡荷電装置を通過する際に、

リシウム 241にてイオン化され、二重円筒部に導かれる。この粒子が、シースガスによっ

によって内筒方向への力を受ける。大きな粒子ほど下方に流されるた

め、電圧を

DMA を使ったナノサイズ計測は、電圧や流速を制御することで一定

れの実証をしようとしても標準を

得ることが

示した。粒径の見積もりは 1.00nmであり、非常に優れた粒子径標準

となりうる。 

 

側面円周上のスリットから、ナノ粒子を含む試料を一定流量で供

～10kV程度の直流電圧を印加す

アメ

て下方向の力、静電気力

一定にすることで、特定の粒子径のみを内筒のスリット面から取り出すことが可能

となる。この粒子は内筒の下方に取り付けたファラデーカップ電流計に導かれ、電荷粒子密度

が測定される。サイズ毎の平衡荷電率は既に知られており、これらからあるサイズのナノ粒子

の全密度が求められる。 

従って、電圧を一定にすると、その電圧に応じた粒子数を数えることができ、設定電圧を次々

と変えて測定を繰り返すことで、粒度分布を求めることができる。 

 この応用として、シリコン球やプラスチック材料の分球や、大気中浮遊物質のナノオーダー

計測、分球によって得られた粒子の成分分析など、多方面への応用が期待される。 

 

c) ナノサイズ標準としてのフラーレン物質の検討 

 

の粒径を得ることが可能であるが、こ

難しい。そこで、球形粒子として知られているフラーレンC60

に着目し、この検討を行った結果、粒子の発生条件によらず一定の粒径

を 1.00nm
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５－（３） 

訪問先：理化学研究所中央研究所 

面談者：理研認定ベンチャー （株）フューエンス 加藤廣取締役副社長他１名 

訪問者：齋藤、古川、平井、原田、後藤、戸野塚（事務局） 

実施時期：平成 18年 2月 1日 

 

a) 概要 

R社の共同研

成果を活用する目的で設立され、理研ベンチャーの認定を受けた。事業は３つの独自技術を

軸に、加工・分析装置とマイクロ流体チップ製品を販売すると共に、これらの技術を活用

ESD

 

 

b) ESD  

 試料を細い細管（キャピラリ）に入れ、高電圧を

試料が噴霧される。噴霧された液滴は、荷電されて

滴に分裂し、瞬時にナノサ ズの乾燥した粒子や繊

膜を生成することができる。試料をいろいろと変え

層の薄膜を作ることができる。下辺のス

テージを動かすことで広い面積に均一

選択すること

で、マイクロメートルの大 デポジット作成も

 

厚さは 10nm～の均一薄膜の作成が可能で、バイオセンサーやマイクロパターニング、蛋白チ

用がなされている。 

 

フューエンス社はゲノミックス・プロテオミックス分野における医薬品、診断薬や環境因子

の分析等を対象とし、NY大学、理化学研究所、東京工業大学、東京大学及び ST

究

した

創薬事業を展開している。独自技術はエレクトロスプレーデポジション（ ）法を中心に、

メカノケミカル（MC）法、マイクロ流体チップ技術を展開している。

エレクトロスプレーデポジション（ ）法

かけると、静電的な力によってキャピラリ先端から

おり、液同士の静電的な反発によって更に微細な液

イ

維となる。体抗電極上に基板または基板上に穴の空

いたマスクを設置することで、任意に非常に薄い薄

ることで多

に噴霧するこ

とも可能である。また、マスク形状を

きさの

可能となる。

ップなどへの応
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c) MC装置 

 タンパク質フィルムの一方に微小力センサー、

パク構造が変

した場合は、フィルムの張力変化となってあ

。ピエゾアクチュエータを使うとフィ

ル

、多サンプル中の複数抗原の同時測定が可能

を

わせることで、簡単に目的チップが作成さ

これによって従来の ELISA に比較し、

ル量や反応時間を飛躍的に減らすことが

ある。また、ESDによるマイクロパター

も可能で、マイクロ流体チップと合わせ

 

５－（４） 

訪問先：理化学研究所中央研究所 

面談者：河田ナノフォトニクス研究室 

訪問者：齋藤、古川、平井、原田、後藤

実施時期：平成 18年 2月 1日 

ノフォトニクス研究室は、光でナノ構造を制御するナノ

ォトニクスを共通として、大阪大学ではDNAやCell等のバイオ系を対象としたバイオフィ

とニクスの研究を進めている。光は、見る、分析する、加工する、そして操作をするという一

他方にピエゾアクチュエータのピンを刺し、張

力をモニタリングしながら、調べたいサンプル

溶液を灌流する。フィルムのタン

化

らわれる

ムの硬さもモニタリングすることができる。

溶液濃度を変化させることによって、結合定数

の計算も可能である。 

 

d) マイクロ流体チップ 

 ESD 技術とマイクロ流体チップを組み合わ

せ

となる。PDMS基板上に数μｍの異なった抗体

のラインを引き、流路を切ったチップ 貼り合

れる。

サンプ

可能で

ニング

て様々な形のマイクロチップ作成が可能である。 

河田聡主任研究員他 

、戸野塚（事務局） 

 

河田主任研究員は大阪大学教授も兼任しており、当日は TV会議システムを使い、大阪大と

結んでのヒアリングとなった。河田ナ

フ
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連の流れの中で研究を進めている。理研ではナノフォトニックデバイスを進めており、特に、

ニクスと称しているが、このプラズモンをナ

は存在しないメタマテリアル（超物質）を作

、欧米では急速に発展している分野である。 

えば近接場顕微鏡へと応用ができる。金属の

光の場が生じる。これを目的物質に近づける

ラマン）。これを使うと感度の高い分子イメー

持っている。カーボンナノチューブ、DNA,歪

など、ナノレベルのものを光計測することが可能である。また、光合

、光重合、光異性化などの技術と非線形なプロセスを組み合わせることでナノレベルの金属

ると、３次元多層テラバイト光メモリの開発、

ナノフォトニクス、左手系ナノフォトニクス

場ナノフォトニクスなどの研究が紹介されて

の説明を受けた。 

と先端機器開発等に関しての意見交換を行っ

第一にはこれらの技術は物理／エンジニア系

出す手法を持っていない。従って異なる分野

開

拓から必要となる。日本では大企業量産型ビジネスであり、採算が見えないものへの参入は

メリカはガレージ少産型ビジネスが成り立っており、この社会的構造の問題を解

ンチャー育成は難しい。また、購入する側のリスク、例え

堅すぎる面があり、作ることに

本ではまだ新しいものを取り入

いと感じる。 

ベンチャービジネスに対する投資を、ベンチャーファウンドではなく、企業が積極的にやる

金属をターゲットとしたナノ構造の創設を進めてい

ールで加工すると光が出てくる。これをプラズモ

ノスケールで制御することができれば、自然界に

り出すことができる。日本ではまだまだであるが

分析でいうならばプラズモニックな構造は、例

コーンに光を当てると、電子が揺さぶられ、強い

と、分子共鳴振動等でラマン光が出る（表面増強

ジングが可能になる。この基本特許は河田研が

みシリコン、量子ドット

る。金属内には自由電子があり、ナノスケ

成

構造の創設ができる。 

研究室の紹介試料から研究室での研究内容を見

プラズモニックバンドギャップデバイス、キラル

／薄い金属層を用いた近接場イメージング、近接

いる。研究室の見学では第二次高調波顕微鏡など

また、TV 会議システムの中で河田主任研究員

たので、それを列挙する。 

①先端機器開発に当たっては二つの問題がある。

のみではできず、また、化学／生物系では作り

の結合が必要である。第二には先端機器のマーケットが最初は非常に小さく、マーケット

難しい。ア

決していかない限り、日本でのベ

ば小規模会社はつぶれてしまう、といったものへのガードが

対する支援はあっても、その後の支援プログラムはない。日

れていく社会的土壌は育ってな

②

べきである。先端開発には失敗がつきものであるが、大きな企業は失敗すると影響は大きい。

しかし小さな組織で責任を持たせたヒトにリスクを負わせればいいのであって、この意味で

企業はもっとこの小さな組織に投資をすべきである。このような組織の使い分けが必要であ

る。 
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③光計測は今後重要な計測方法となる。バイオを対象にした場合に、ナノとバイオはスケール

が同じ世界となる。ただ、バイオを扱う場合は、試料の減圧ができない、強いエネルギーな

どでダメージを与えられないなどの問題があり、光計測が非常に有効となる。唯一の欠点と

して分解能の問題があったが、最近では解決されつつあり、十数ナノメートルまで見ること

が可能になってきている。ナノレベルで構造を作る／ナノ技術の制御・加工技術とバイオア

プリケーションをつなぐものとして光があり、ケミカルプロセスなしでの計測が出きれば、

飛躍的に科学が発展すると考える。 

④シーズ、ニーズを考えた場合、当研究室はシーズから入ってはいるが、ニーズのないシーズ

はやるべきではない。このニーズを作り出すことが必要であり、分野の壁をとり払う必要が

ある。理化学研究所のすばらしい点は、この分野の壁がないことであるが、大学などは教育

が壁を作っており、壁中心の組織となっている。 

⑤文科省の先端技術機器開発プロジェクトに関しては、プログラムとしてはあるべき姿である

要である。 

今

上

で

特

問

 

ル

ナ なる次世代計測分析技術／分析システム・デ

観

 

 

 

と思っている。しかし、最後が助成となっており、従来型の助成研究と変わらない部分が多

い。これは、プログラムを作った側と審査をする側にギャップがあり、また、文科省と研究

者の間にも考え方のギャップがあるのではないか。最終的にはものとして世に出すことが肝

心であり、論文数の数ではなくマーケットまで持って行くことが重

以上、河田主任研究員の率直なご意見を伺うことができた。 

 

６．まとめ 

回の国内調査結果を下記の表  にまとめた。 

記の調査報告にあるように多くの研究室が複数の研究開発テーマに携わっているが、この表

は、研究概要、開発された計測分析技術、分析システム等の項目は代表的なものを挙げた。

に、「開発された計測分析技術、分析システム／デバイス」の項は、主に今回、調査のため訪

した際伺った内容を中心にまとめた。 

これらの調査結果から、各研究室において糖鎖解析システム、バイオセンサー、ナノケミカ

プローブ、次世代環境分析技術、ナノ物質計測、ナノフォトニクスの開発等、バイオ、環境、

ノ材料分野における先端的研究のために必要と

バイスの研究開発がなされていることがわかる。今後これらの研究開発が国際競争力の強化の

点からも強力に推進されることが望まれる。 
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表１ 国内調査結果  

織名 （独）産業技術総

合研究所 

 

（独）産業技術総

合研究所 

 

（独）産業技術

総合研究所 

 

（独）産業技術

総合研究所 

 

組

部

ーム センシング技術

署名 糖鎖工学研究セン

ター：糖鎖遺伝子

機能解析チーム 

バイオニクス研究

センター：糖鎖系

情報分子チ

界面ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸ

ｽ研究センター 

生物機能工学研

究部門：バイオ

研究グループ 

面

 

接者 亀山主任研究員他 和泉研究員 二又主任研究員 丹羽副研究部門

長 

研究概要 糖鎖遺伝子機能解

析のための糖鎖微

量迅速分析システ

ム開発 

 

糖鎖を利用したセ

ンサーチップ 

単分子感度とナ

ノメータ分解能

を持つ振動分光

法 

生体分子・有機

分子を用いたセ

ンシング素子の

開発 

対

早期診断・再生医

療 

毒素検出 

の構

造変化の観察、

燃料電池触媒他 

環境、医療福祉、

バイオプロセス

分野 

象(応用)分野 研究開発・病気の バイオテロ対策、 固 /液界面

 

開発された計測

分析技術・分析

システム /デバ

イス) 

MALDI-IT-TOF-

MS による糖鎖解

析システム・糖鎖

遺伝子ライブラリ

SPRセンサー 

によるベロ毒素、

リシンの高感度検

出、

高感度SERS：増

強感度 10

 

 

 

 

ーの構築 よる糖鎖蛋白質の

簡易検出 

近接ラマン：

（30-50nm分解

能 ） 

・金ナノ粒子に 高分解能全反射 40ppt検出 

１０-10
１１ ）、 

高感度ペプチド

ホルモンセンサ

ー：BNP 
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表２ 

組織名 

 

 

（

合 ロ 研究

組合 

理

東

大 研

究科 

独）産業技術総

研究所 

マイクロ化学プ

セス技術

慶応義塾大学 

工学部 

京大学 

学院理学系

部署 環

究

究

梅境管理技術研

所、計測技術研

グループ 

マ

技

イクロチップ

術研究 

鈴木研究室 沢研究室 

面接者 田尾副部門長 北岡部長他 鈴木教授他 梅

 

沢教授他 

研究概要 次世代環境分析

技術の開発 

マイクロチップ

を用いた各種分

機能性分子の分

子設計技術や電

を

次

システム 

タ パク質を用

いた発現型蛍光･

化

ブ

グ

解析手法の構築、

単分子レベルの

シ

析

発

システムの開

 

気化学測定技術

ベースにした

世代計測・分析

ン

学発光プロー

の開発、生体シ

ナル伝達分子

ーケンシング 

対象 (応用 )分

野 

環

害性評価、 

バイ

オ 

バ

境

バ

理学、医科学 

境診断、生体有 環境、医療、 イオ、医療、環

 

イオ、創薬、生

開発された計 CE-MALDI-TOF

-

微

定

子

用 害

化学物質ｾﾝｻｰ、

GC-ICP-MS 分析

システム 

ガス分析システ

ム

御

マルチ蛍光プロ

ー

近接

ド

ローブ電極、質量

分析プローブに

よる網羅的分析、

環境用センサー 

高感度細胞内 NO

測

ロ

分 よる

D

測分析技術・分

析システム / 

デバイス 

MS による環境

生物の分離・同

方法,水晶振動

と分子認識を

いた小型有

析

成

ム

、アレルギー分

システム、血液

分分析システ

他、小型流体制

デバイス、 

内

メ

場

子

ブによる細胞

多成分同時イ

ージング、

、電気化学、原

力間の３モー

同時測定用プ

定用発現型プ

ーブ、 

子 STMに

NA解析 

 

 

 162



表３ 

組織名 (独 )理化学研究

所 中央研究所 

 

究

究所 

学研究(独 )理化学研究

所 中央研究所 

(独 )理化学研

所 中央研

(独 )理化

所 中央研究所 

部署 前田バイオ工学

研究室 

 

武内ナノ物質工

学研究室 

ンス ォト

ニクス研究室 

（株）フーエ 河田ナノフ

面接者 前田主任研究員

他 

究員

他 

究員

他 

 

武内主任研 加瀬社長他 河田主任研

研究概要 

 

 

 

 

の新

原理･新手法開

発、バイオ成分を

融合した新物

質・新材料創製、

生命プロセスの

人口的制御、 

ター、ナノ粒子

の成長過程の研

究、新ナノ物質の

開発 

マイク

ロ流体チップ技

術（開発・販売） 

バイオ計測

 

ナノ物質の選別

技術の開発、クラ

ス

ESD（エレクト

ロスプレーディ

ポジション）法、

蛋白質高次構造

変化測定、

ナノ構造をフォ

トンで直接に制

御するためのブ

レークの原理と

技術開発及びナ

ノ光デバイスへ

の応用、 

 

 

対象(応用)分野 

 

 

バイオ、医療、環

境科学 

環境、高分子材

料、 

バイオ、製薬・化

学、環境、 

バイオ、研究開発

開発された計測

分析技術・分析シ

ステム/デバイス 

塩基変

異の識別法、 

 

多層

テラバイト光メ

モリー、近接場ナ

ノフォトニクス

他 

自律型マイクロ

チップによるマ

イクロチップ電

気泳動法、DNA

担持金ナノ粒子

による一

DMA（微分型静

電分級器）、ナノ

粒子計測、 

ESD 法による生

体高分子、ポリマ

ー溶液を自在に

スプレー・デポジ

ットする装置、蛋

白質高次構造変

化計測装置、マイ

クロ流体チップ

第２次高調波顕

微鏡、３次元
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４．海外ヒヤリング結果 

1. 目的 

 次世代計測・分析システムに関する米国における状況調査 

2. 訪問先 

 University of Florida、Iowa State University/Ames Laboratory 

3. 出張期間 

 2005年 11月 24 (木) ～ 11月 29日(火) 

. 視察内容 

次世代計測・分析 な

記日程でUniver s

究室および Prof. の

リー検出技術を基に ncを訪問し、 究

ので報告する。短期 動し、13の訪問先で調 ケ であっ

たが、非常に興味深い議論をすることができ、大変有意義な訪問調査であった。以下に、日程

に沿って訪問先について報告する。 

 

 

 

日

 

4

 システムに必要と

sity of Floridaの 6

E.D.Yeung（Iowa 

設立された Comb

間で長距離を移

るシステム化技術

研究室と Iowa Sta

State University/A

iSep,I

に関する米国動向を

te University/Ame

mes Laboratory）

意見交換および研

査を行うハードス

調査するために、

 Laboratoryの 6

マルチキャピラ

室見学を行った

ジュール

上

研
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訪問調査スケジュールおよび訪問先 

 

 

University of Florida 
Department of Chemistry 
Analytical Division 
 

 University of Florida, Department of Chemistry, Analytical Division（Division Head：

Prof.Winefordner）は13研究室から構成されている。その中からProf.Martin, Prof.Yost, Assistant 

Prof.Cao, Dr.Powell, Prof.Tanを訪問し、意見交換および研究室見学を行った。また、Prof.Tan

の紹介で、同大学の Department of Mechanical & Aerospace Engineeringの Associate Prof.Fan

の研究室見学も行った。 

成田発（11月24日）

University of Florida訪問
11月25日

成田着（11月29日）

Iowa State University/Ames Lab.
CombiSep,Inc訪問

11月27日～28日

成田発（11月24日）

University of Florida訪問
11月25日

成田着（11月29日）

Iowa State University/Ames Lab.
CombiSep,Inc訪問

11月27日～28日



Professor Charles R.Martin 

 Prof.Martin は、ナノマテリアルを

利用した生体模倣系システムに関す

る研究に取り組んでいる。イオンチ

ャネルをモデルにした円錐形の金ナ

ノチューブ内にたんぱく質を固定化

したデバイスを作製し、Caイオン等

の電気化学検出の例を紹介した。同

デバイスによるタンパク質の分離に

ついても紹介した。 

 

 

Professor Richard A.Yost 

 Prof.Yost は不在であったため、ド

クターコースの学生のChris Hiltonに

より、研究内容の説明を受けた。

Prof.YostはMass Spectrometryに関す

る装置開発、基礎、応用の研究を行

っている。現在は、クロマトグラフ

ィ/（MS/MS）の開発、細胞組織中に

存在する薬物や生体分子のイメージ

ングするための laser microprobe 

MS/MSシステムの開発、NASAのア

プリケーションでポータブルイオン

トラップMS/MSの開発などに取り組んでいる。 

 

Assistant Professor Y.Charles Cao 

 Assistant Prof.Caoは、タンパク質などの生体分子の分析用マーカー（ナノ材料：量子ドッ

トやナノクリスタルなど）に関する研究を行っている。ナノクリスタルの結晶成長、ナノ

クリスタルの表面改質、バイオマーカー等について紹介した。 

 

Scientist David H.Powell 

 Department of Chemistryには、Mass Spectrometry Servicesというものがあり、Dr.Powellは

そこの責任者である。学内の依頼分析だけでなく、フロリダ州にある 9 大学（？）から依

頼分析を受けている。その他に新しい質量分析法およびその応用に関する研究も行ってい

る。装置としては、Bruker Apex II FT-ICR、Bruker MALDI-TOF、Finnigan MAT98Q Hybrid Sector、

Prof.Martinによる Lab Tour 

Hilton氏による Lab Tour 



Finnigan LCQ-Ion Trap、Finnigan GCQ-Ion Trapなど多数の質量分析計を有しており、用途に

よって使い分けている。質量分析に関しては 60年以上の経験と三人の質量分析を専門とし

ている研究員（Ph.D）が常駐しており、他では分析が困難な資料に対しても対応できるよ

うだ。 

 

Professor Weihong Tan 

 Prof.Tanは、バイオナノテクノロジーをキーワードにして、様々な研究に取り組んでいる。

研究室は、①Bio nanotechnology、②Neuro science、③Molecular Engineeringの 3つのサブグ

ループから構成されており、それぞれのサブグループには以下のような研究テーマがある。 

 

① ナノ粒子、ナノ粒子をプローブとした DNA検出、ナノ粒子標識抗体を利用したバクテ

リア検出、量子ドット 

② グルタミン酸検出、組織中の乳酸検出およびイメージング、NOセンサー、単一神経細

胞内の遺伝子プロファイリング 

③ プロテオミスのためのアプタマーデザイン、がんタンパク質モニタリング、単一 DNA

ナノモーター、情報伝達、Molecular Beacon 

 

これらの成果は JACS、PNAS、Nano Lett.、Angewandte Chemie Int.Ed.、Anal.Chem.、Science

などのジャーナルに掲載されており、質の高い研究を行っている。 

 

Assistant Professor Z.Hugh Fan 

 Assistant Prof.Fanは、University of Alberta（Prof.D.J.Harrison）で Ph.Dを取得し、ACLARA 

BioSciences Inc.などを経て、2003年に現職となった。Univ.of Albertaでは、世界で最初のチ

ップを用いたキャピラリー電気泳動分離に関する論文（D.J.Harrison, K.Fluri, K.Seiler, Z.Fan, 

C.S.Effenhauser, A.Manz, Micromachining a miniaturized capillary electrophoresis-based chemical 

analysis system on a chip, Science, 261, 895 (1993).）の共著者となる仕事を行った。ACLARA 

BioSciences Inc.は、現在はマイクロチップの研究開発を行っていないが、Prof.Fanが在籍し

ていた当時はポリマーチップ開発に精力的に取り組んでいた。このようなバックグランド

を持つ Prof.Fanの研究室では、ポリマー基板をベースにしたマイクロフルイディクス、バイ

オMEMS、センサーなどの開発に取り組んでいる。 

 



Iowa State University/Ames Laboratory 
 Iowa State Universityの分析部門は米国の中でも強力なスタッフを有しており、今回訪問し

た Prof.Yeungと Prof.Armstrongは Anal.Chem.誌の Associate Editorでもある。また、訪問し

た Prof.Yeung、Prof.Armstrong、Prof.Porter、Prof.Houkは、米国エネルギー省（US Department 

of Energy：DOE）の Ames Lab.の研究員も兼任している。その他に Assistant Prof.Badmanと

Dr. McClelland を訪問した。また、Prof.Yeung の技術を基に設立されたベンチャー企業の

CombiSep Inc.を訪問した。 

 

Professor Edward S.Yenug 

 Prof.Yeungは、世界的にも著名な

分光分析の研究者で、単一分子検

出、ハイスループットキャピラリ

ー電気泳動分析などで顕著な業績

を上げている。今回の訪問では、

微分干渉顕微鏡を用いた無標識単

一 DNA検出、新しいマトリックス

を用いたレーザー脱離イオン化質

量分析法、コンビナトリアルライ

ブラリーを用いたタンパク質の結

晶化などについて紹介を受けた。

最近のトピックスとして、同一の

タンパク質から二つの異なる結晶を作ることができることを見出した（Nature に投稿準備

中）。 

 

Professor Marc D.Porter 

 Prof.Porterは、（固/液界面）表面

分析、分光電気化学、分析装置の

小型化をメインテーマにして、

様々な応用研究を行っている。今

回の訪問では、表面増強ラマン散

乱法を利用した免疫分析、磁気効

果を利用した検出法（？）、オンチ

ップ液体クロマトグラフィを紹介

した。写真は磁気効果を利用した

検出法について紹介している様子

だが、検出原理ついては理解する

レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置 

Prof.Porterによる Lab Tour 



ことができなかった。 

 

Professor Daniel Armstrong 

University of Texas at Arlington 

 Prof.Armstrongは、米国を代表する分離分析の研究者で、キラルカラムの実用化なども行

っている。研究室は現在メインテーマとして、①キラル分離、②バクテリアのキャピラリ

ー電気泳動分離、③イオン性流体を利用した分離法、に取り組んでいるとのことであった。

次世代の分離分析装置に望まれる仕様について、Prof.Armstrongに質問したところ以下の回

答であった。 

 

①液体クロマトグラフィー 小型化、低価格化 

②ガスクロマトグラフィ  ？ 

③キャピラリー電気泳動  LCや GCのような実用化（操作性や簡便性の向上） 

 

Prof.Armstrongは、2006年から研究室ごと University of Texas at Arlingtonに移るということ

で、訪問時は引越の準備を行っていた。 

 

Professor Robert Samuel Houk 

 Prof.Houk は、ICP-MS を利用して微量金属等の分析をベースにして、生化学、地質学、

鉱業、材料化学、原子力などの応用研究を行っている。ICPの Instrumentationに関する課題

は、「小型化」とおっしゃっていた。 

 

Assistant Professor Ethan R.Badman 

 Assistant Prof.Badmanは、2003年

に Iowa State Univ.に着任し、質量分

析をベースにして、たんぱく質の構

造、タンパク質-タンパク質の相互作

用の研究を行っている。測定装置が

完成（現在も開発中）し、現在デー

タを取り始めたという状況であった。 

 

Dr.John McClelland 

 Dr.McCelland は、光音響分光分析

の研究者で、自身の成果を基に、ベ

ンチャー企業（MTEC Photoacoustics, 

Inc.）から製品化（FTIRのオプションとして光音響検出器）も行っている。現在の研究テー

イオントラップ-イオンモビリティ- TOF装置 

 



マは、①光音響分光分析、②Transient Infrared Emission Spectroscopy、近赤外分光分析、で

る。 

Combisep Inc.は、Prof.Yeungの研究成果、UV検出器を用いたマルチキャピラリー電気泳

ベースにした装置の製造・販売およびそのアプリケーション開発を行っているベ

エリア（？）にオフィス

研究およびアセンブリを行う事務所がある。同社が製造販売している装置は、日本では三和

理店となり、販売している。 

本調査では、短時間でなるべくたくさんの研究状況が掌握出来る様に、複数の分析化学教室

行っているフロリダ州立大学とアイオワ州立大学を訪問して調査を行った。今

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ

 

Combisep Inc., 

 

動システムを

ンチャー企業である。Iowa State University内のインキュベーション

兼

通商（株）が代

 

 

で多様な研究を

回の調査を纏めると次表のようになる。 
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表１ 国内調査結果  

組織名 University of 

Florida 

 

University of 

Florida 

 

University of 

Florida 

 

University of 

Florida 

 

部署名 Department of 

Chemistry, 

Analytical 

Division 

Department of 

Chemistry, 

Analytical 

Division 

Department of 

Chemistry, 

Analytical 

Division 

Department of 

Chemistry, 

Analytical 

Division, Mass 

Spectrometry 

Services 

面接者 Charles R. Martin

教授 

Chris Hilton（博

士課程：Richard 

A. 

Y. Charles Cao

助教授 

David H. 

Powell博士 

Yost教授）  

研究概要 ナノマテリアルを

利用した生体模倣

系システムの開発

 

新しい質量分析シ

ステムの開発 

高機能ナノクリ

スタルの合成と

応用 

新しい質量分析

方およびその応

用 

対象(応用)分野 生体試料の高性能

分離・高感度検出

 

細胞組織中の薬物

や生体分子のイメ

ージング 

バイオ分析 生体関連物質の

分析 

開発された計測

析技術・分析

ステム /デバ

ス) 

カーボンナノチュ

ーブを利用した電

気化学検出デバイ

ス 

クロマトグラフィ

（MS/MS）、レー

ザーマイクロプロ

ーブMS/MS、ポー

タブルイオントラ

ップMS/MS 

生体標識用マー

カー 

SPR-MS 

分

シ

イ
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表２ 

組織名 

 

 

U

F

 

F Un mes 

Laboratory 

U y/Ames 

Laboratory 

niversity of 

lorida 

University of 

lorida 

Iowa State 

iversity/A

Iowa State 

niversit

部署 D

C

A

D

Mechanical & 

A

Engineering 

Ch C

epartment of 

hemistry, 

nalytical 

ivision 

Department of 

erospace 

Department of 

emistry 

Department of 

hemistry 

面接者 

 

Weihong Tan 教

授 

Z. Hugh Fan 助

教授 

Edward S. 

Yeung教授 

M

教

arc D. Porter

授 

研究概要 バ

ノ ーを利用

した分析技術の

開

を

ロ

た

高感度検出法の

表

気化学、 置

の小型化 

イオナノテク

ロジ

ポ

発 ス

M

リマーチップ

用いたマイク

フルイディク

キ

気

、 バ イ オ

EMS、センサー

開

ャピラリー電

泳動を用い

発 

面分析、分光電

分析装

対象 (応用 )分

野 

バ 医療、バイオ バイオ、医療 バイオ、医療、環

境 

イオ、医療 

開発された計

測分析技術・分

析システム / 

ナ

ー

検出、ナノ粒子標

識

た

出

組 中の乳酸検

出およびイメー

ジング、単一神経

細胞内の遺伝子

プロファイリン

グプロテオミス

のためのアプタ

マーデザイン 

病

す

鏡

用いた無標識

単一 DNA検出、

いたレ

ザー脱離イオ

化質量分析法、

ンビナトリア

ルライブラリー

を用いたタンパ

ク質の結晶化 

表

散 を利用し

た免疫分析、磁気

効 した

検出法、オンチッ

プ液体クロマト

グラフィ 

デバイス 

ノ粒子をプロ

ブとした DNA

バ

抗体を利用し

バクテリア検

、量子ドット、

織

イオテロ等の

原菌の検出し

てむ 

微

を

分干渉顕微

新

ク

ー

ン

コ

しいマトリッ

スを用

面増強ラマン

乱法

果を利用
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表３ 

組織名 Iowa State 

University/Ames 

ory 

ity/Ames 

Laboratory Laborat

Iowa State 

Univers

Iowa State 

University 

Iowa State 

University/Ames 

Laboratory 

部署 Department of 

Chemistry 

Department of 

Chemistry 

Department of 

Chemistry 

 

面接者 

g教授 

amuel Ethan R. 

Badman助教授 

John 

McClelland 助教

Daniel 

Armstron

 

Robert S

Houk教授 

授 

研究概要 

 

 

 

い分離分析技

した分離法

 

MSを用いた 利用

質の相互作

用の研究 

分光分析、

 

新し

術の開発、バクテ

リアの電気泳動分

離、イオン性流体

を利用

ICP-

微量分析 

質量分析を

したたんぱく質

の構造解析、タ

ンパク質 -タン

パク

光音響

近赤外分光分析 

 

 

対象(応用)分野 

 

 

バイオ、医療、環

境 

学、

材料化学 

バイオ、地球科 バイオ 分光分析 

開発された計

測分析技術・分

析システム/デ

バイス 

高性能キラル分離

カラム 

ICP-MS 3 イオン源-3 次

元イオントラッ

プ -イオンモビ

リティ-QMS 

- 

光音響検出器 
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表４ 

組織名 Conbisep Inc. 

部署  

面接者  

研究概要 

 

 

 

ステ

およびそ

 

 

マルチキャピラリ

ー電気泳動シ

ムの開発

の応用技術の開発

 

対象(応用)分野 

 

 

バイオ 

開発された計

分析技術・分

析システム/デ ー電気泳動シス

測

バイス 

UV 検出器を用い

たマルチキャピラ

リ

テム 
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５．次世代計測器と経済産業省技術戦略マップ(ロードマップ)について 

産業省では事業化を見据えた研究開発および導入シナリオに基づき、戦略分野への重点

とともに開発の一体的な取り組みを強化することが必要として技術戦略マップを作成

平成 1 けて以下の 5分野についての意見交換が行われ、平成 1７

度の技術戦略マ 。 

１． 情報

２． ライフサイエンス分野 

 

４． 環境・エネルギー分野 

５． ナノテク分野 

さ プにおいて次世代の計測器に関連すると思われる課題、機

開 表に抜き出し取りまとめた。 

の概要を述べる。 

情報通信分野においては、今後開発されるであろう電気情報素子が分析機器に関連してくる。

にデバイスや機器類としては、センサーやスマートタグなどである。センサーは小型の環境

報を取得するためのセンサー(温度、湿度、照度など)に加え、人体組み込み向けのセンサー(ア

コール濃度、タンパクなど)がロードマップに取り上げられている。スマートタグはセンサー

と融合して、センサーのデータの記録や標準化、解析化などへ進むと予想されている。 

 

ライフサイエンス分野においては、創薬診断治療機器、再生医療がキーワードになっている。

特に診断および治療機器に関しては、医療計測の目的でさまざまな課題が述べられている。装

置は生活習慣病、病院での医療検査などさまざまであるが、遺伝子診断、在宅医療などが中心

である。技術の進捗と開発項目を上げると、ゲノム診断装置、タンパク質診断装置、代謝物診

断装置、細胞診断装置およびバイオチップがあげられる。マイクロチップに関連するバイオチ

ップは、今後分析機器の小型化が進むに連れて重要な機器になると思われる。それぞれの機器

開発においては、小型化、高感度化、および融合化が技術課題となっている。さらに今後重要

となる再生医療の分野では、ウィルスなどを完全に検査できる検査デバイスやキット、低侵襲

で血液などが採取できる装置、およびイメージング技術(画像化技術)を駆使できるモニタリン

 

経済

化を図る

している。 6年から 17 年にか

ップが作成された

通信分野 

年

 

３． 製造技術分野

 

作成され公開

器の概要、研究

以下にそ

れた技術戦略マッ

発のテーマなどを

 

特

情

ル
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グ装置などが取り上げられている。また、融合技術の事例としては、健康寿命の延命や患者の

ＯＬ向上を目的とした医療技術として診断キット、簡易計測器、ＭＥＭＳを利用した小型の

分

と呼ぶ技術マップにおいては、長さおよび物性を測定

る装置、例えば形状、薄膜（膜厚）、微粒子、熱、光、機械的強さなどを測る装置の小型化お

よび高 られている。これらはいずれもバイオチップに関連する項目でもあ

る。ナ 関連した調査も報告されている。これによると、ナノ計測

に関連 文総数は1993年の統計開始以来右肩上がりとなっている。特許出願

数も増 ける最小単位としての原子・分子を直接操る微細化加工技

術にお るものであるがディップペンリソグラフィー(光リソグラフィーに

わる２次元超微細加工技術)が取り上げられている。この操作はナノサイズの細い針と反応を

行

なっている。もう1つは、

積化される原子スイッチや半導体などである、これらはいずれも

イオチップなどの超微細加工技術とデバイス応用に関連すると考えられている。 

 

した

器開発や環境汚染物質に対応できる新しいセンサー開発など、いくつかのグリーンおよびサ

ス

Ｑ

析機器や人工内臓器などが取り上げられている。 

 

ナノテクノロジー分野においては、上記に述べた技術がさらに小型化されるイメージの分析

機器開発が課題となっている。ナノ計測

す

分解能化が取り上げ

ノ計測における需要は特許に

する研究者および論

加傾向にある。ナノ計測にお

いては、半導体に関す

替

わせる溶液の媒体との接触により、微細加工を行うという技術である。これらは現在開発中

であり、どこまで小さく加工できるかが1つの技術開発の重要要素に

原子・分子操作により、高集

バ

最後に、部材分野の技術マップとしては、本調査で取り上げたさまざまな課題がセンサーお

よびポータブルな機器としてあげられている。これらはナノ計測に関連する装置開発であり、

環境分野においては簡易で迅速な計測法、医療分野においては小型でも高性能な機器を開発す

ることを目的としたテーマとなっている。さらに、グリーンバイオ技術として環境に配慮

機

テナブルサイエンスに関連した技術開発が今後重要になると思われる。また、３章でも取り

上げた分析機器のソフトウェアの標準化、融合化およびユビキタス技術による一括管理、デー

タ解析などは今後の重要な機器開発の課題になると考えられる。 
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