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[要約] 

 

第 1 章 全体概要 

 

1.1 調査の目的と進め方 

本調査の目的は、国際競争力を担う我が国の製造業・科学技術を発展させるため、その

不可欠な基盤である検査・分析に関する技術や事業のニーズ・シーズを明確にし、製造業

における研究開発部門、検査分析業界および検査分析機器製造業の間で共有するロードマ

ップを整備することである。本年度はその第 2 年度にあたり、検査分析に関する技術課題

の調査を昨年度に引き続いて行い、その結果を基に検査・分析における主要技術課題を抽

出して技術マップ、ロードマップを作成することを目標とした。 

本年度の調査においては、昨年度調査を補充する意味での検査分析業を対象としたアン

ケート調査に加えて、大きな研究開発投資を行っている製造業の研究開発部門ならびに検

査分析装置製造業を対象としたアンケート調査を行った。得られた情報は、検査分析企業

と検査分析装置製造業に所属する専門家 8 名から構成される委員会で分析、検討して主要

技術課題を抽出し、技術マップ、ロードマップにまとめることを行った。 

調査、検討は昨年と同様に検査分析技術を 8 分野に分類し、委員の主担当を設定して行

ったが、各分野の中での技術分類を下記のカッコ内のように見直し、これをアンケートの

設問に反映させると共に、技術マップのベースとした。 

a.化学分析（有機分析、無機分析、構造解析、熱特性） 

b.物理分析（形態観察、組成分析、構造解析） 

c.機械試験（引張り試験、曲げ・圧縮試験、サイクル試験、粘弾性試験、衝撃試験、疲

労試験、硬さ試験、耐久試験・環境耐久試験、クリープ試験） 

d.非破壊試験（透過試験、超音波探傷試験、超音波顕微鏡、アクースティックエミッシ

ョン、磁気探傷試験、赤外線検査） 

e.電気特性測定（電磁ノイズ両立性、耐電圧・絶縁試験、材料特性、インピーダンス、

電界強度測定） 

f.振動、騒音測定試験（レベル測定、周波数測定） 

g.生化学分析（DNA/RNA/遺伝子、糖・糖タンパク、タンパク・ペプチド、医薬品、食

品、血液・体液・細胞（臨床検査）、細胞・組織（形態分析・観察）、個人識別（鑑識、

親子判定）） 
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h.環境分析（大気、水質、土壌、臭気、作業環境、産業廃棄物（PCB、ダイオキシン、

環境ホルモン、アスベスト、重金属、発癌性物質）） 

 

1.2 調査のまとめ 

検査分析業のアンケート回答数は 59 機関（企業 30 社、公設試 29 機関）であり、昨年

との合計では 114 機関（企業 63 社、公設試 51 機関）となった。製造業研究開発部門から

の回答数は 77 社、検査分析装置製造業からの回答数は 14 社であった。 

検査分析業では、全般的に「分析精度・分析限度」、｢装置価格｣、｢データ処理自動化｣

が現状将来共に課題指数が高いという結果が得られた。今後の事業見通しについては、振

動・騒音測定業務以外では増加が減少を上回っており、検査分析業は今後も拡大するもの

と思われる。 

また、製造業研究開発部門では、全般的に｢分析精度・分析限度｣、｢装置価格｣、｢分析時

間、タクトタイム｣の課題指数が高い。その課題である検査測定項目を実施している機関は

大半が自社内であり、検査測定そのものが研究開発の一部として実施されていると推測さ

れる。また、その課題の解決を期待する機関としては、自社を挙げた回答が最も多く、検

査測定技術開発そのものが研究開発の一部であると捉えられていると推測される。 

検査分析装置製造業では、アンケート回答数が少なく、今後の動向を推測する十分なデ

ータは得られなかったが、化学分析、物理分析、生化学分析等で今後の事業規模が拡大す

るとの回答が多く見られた。 

 人材育成についての課題も挙げられており、試料の前処理、データの解釈等の高度の技

術を要するもので課題が顕在化している。また、公設試では団塊世代の退職による技術力

低下を懸念する回答があり、技術伝承に関する関心が高い。 

 

第2章 アンケート分析結果 

 

分野ごとのアンケート分析結果を以下に示す。 

2.1 化学分析分野 

化学分析においては、検査分析対象が極微量、微小化する傾向にあり、高感度化・高分

解能化が期待されている。また、処理スピードの向上という点から、前処理の簡略化や分

析、観察、データ処理のスピードの向上が求められている。一方で、装置がブラックボッ

クス化される傾向にあり、分析技術者の育成が共通の課題として挙げられている。 

技術の伝承としては、単なるオペレータではなく、装置の原理（測定原理）に加え、前
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処理からデータの解析まで。検査分析装置製造業による教育を期待する声もある。 

検査分析装置製造業も装置利用企業も、現状の課題の解決は 3～5 年後と見ている。利

用企業は、まったく新しい装置を開発するよりは、既存装置の高性能化への期待が高い。

これは、スピードに加え、価格面でも購入しやすい、との期待がうかがえる。 

 

2.2 物理分析分野 

現状課題に関しては、「分析精度・分析感度」の指摘が最多である。特に製造業の研究開

発部門においては、分析技術によって先端材料あるいは競争力のある製品作りを目指して

おり、ナノスケールでの解析や極微量元素の存在の検証が求められることから、「分析精

度・分析感度」向上への要求が強い。 

また、「メンテナンス・サービス」のコストに関する指摘も多い。「装置価格」とともに、

公設試や中規模企業においてコストは大きな問題になっている。コストに関しては、受託

分析コストも指摘されているが、一方で検査分析企業は、同業者の増加に伴い価格競争が

激化していると指摘している。したがって「分析時間・タクトタイム」すなわち分析の効

率化への指摘が検査分析企業で多い。 

将来課題に関しては、現状課題がそのまま将来課題となっている一方で、「試料前処理」

を含む「技術の伝承」への指摘が多い。企業の多くは「技術伝承」に関しては自社内で組

織的に取り組もうとする姿勢が見られる。 

 

2.3 非破壊試験分野 

非破壊試験では、X 線を中心とする放射線による設備が中心である。様々な製品などを

調べるが、検査分析企業では専門に行なっている機関が多く、一方、公設試ではその業務

量は少ない状態で行なっている。使用する装置の価格が高いとの回答が多く、維持費用も

含め「価格」の低下に期待している機関が多かった。 

製品中のボイド（空孔）や異物などの検査に本試験は有効であるが、その要求は微少化

になっており、解析方法（3D など）も含め、比較的簡便にかつ高精度な結果が得られる

ことを期待されている。それら課題解決に対しては、試験結果が装置性能（微少化、高感

度化、解析シミュレーションなど）に依存する部分が多いことから、課題対策を検査分析

装置製造業に期待する回答が多いようである。 

 

2.4 機械試験分野 

機械試験では、万能試験に代表されるように、様々な材料あるいは製品を調べるため、
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多くの機関で設備を保有している様子である。しかしながら、装置の維持管理がかなり負

担になっているようである。機械試験を専門に行なっている機関はないものの、検査自身

には熟練度が要求されることから、装置および解析への自動化の課題が発生しているよう

である。 

また、最近は薄膜＆微小化の傾向に伴い、従来とは異なる素材を試験対象とするケース

が多く発生しており、それらへの対応（前処理を含め）については自社だけでなく、検査

分析装置製造業への期待も大きいようである。動的な変化として、信頼性試験への要求も

多く、ある環境下での製品（自動車など）評価手法を開発することも急務になっているよ

うであり、実際にはそれら手法の開発と研究開発は平行して進められているようである。 

 

2.5 電気特性測定・評価分野 

電気特性試験では、ノイズ試験に代表される個別の企業（特に中小の企業）では所有す

ることが難しい装置を全国的に公設試、分析会社が保有している様子である。今回のアン

ケートには表れていないが、ＥＭＣ試験はノイズ測定装置もしくはノイズ対策機器/部品メ

ーカが自ら設置した測定装置を使用して受託業務を行っているようである。 

電気特性試験の問題点は現状では装置価格、将来は分析精度・分析限界に関するものが

多い。特に電磁ノイズに関しては、使用するシステムクロック、電波の周波数が上がって

来ている一方で規格が厳しくなってきており、より精度の高い測定を要求されるようにな

っている。また、研究開発を行っている企業のアンケートでも EMC 試験は製品化で必須

の試験項目との回答があった。一般的な電気測定に関しては、分析会社のアクティビティ

は少ない様子である。研究開発企業へのアンケートの結果も、電気特性試験は他の項目に

比べて自社内で解決するとの回答が多い。特性測定に関する課題の解決についても自社内

で解決しようとしており、課題の解決そのものが研究開発行為との認識があると思われる。 

 

2.6 振動、騒音測定・試験分野 

騒音・振動分野は付随的な業務として実施している公設試と検査分析企業が多く、専

業的に行っているのは中・小企業が中心である。H18 年および H19 年に行ったアンケー

トの対象は公設試、大・中企業であるため環境分析に関する回答数は少ないが、総合して

現状と将来についての課題を要約した。この分野の今後の業容については、現状維持が

72%を占め、減少 15%、増加 8%で安定している。 

現状課題に関しては検査分析業および製造業研究開発部門ともに、第一の課題として

分析精度・分析限界、装置価格、データ処理自動化操作の煩雑さを取り上げており、第二
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の課題としては技術伝承、操作者の熟練度を上げている。検査分析業では特に、分析時間・

タクトタイム、メンテナンス／サービスを課題としており、役務業務の効率を重んじてい

る。 

将来の課題としては分析精度・分析限界が再度取り上げられており、測定の更なる向

上の必要性が伺える。現状の市販装置に対しては、騒音計の周波数帯が狭い、評価のため

の周波数解析に時間がかかる、操作が紛らわしい、風音が影響する、音場シミュレーショ

ンが出来ない、防水性悪い、バッテリー駆動時間が短い、付随機能が付いて価格が高い、

検定・校正・修理等の費用が高いなどの課題について改善要求が多い。振動計および騒音

計について、センサと測定器との無線接続、長時間計測におけるバッテリー駆動と不揮発

性メモリー記録の要望が見られる。振動・騒音計測分野の技術においては、作新を必要と

するよりは、既存の技術の改良と、誰でも操作、解析の出来るような簡便性、迅速化、省

力化が要望されている。 

 

2.7 生化学分析分野 

生化学分析では、昨年度は対象試料が食品（飲料、酒類、食品素材に偏っていたが、今

年度調査で血液やウイルスなど生体由来試料や医薬品を分析対象とする回答も多数みられ、

適切な抽出となった。細菌、ウイルスや遺伝子組み換え食品の検査を目的として

RT-PCR(リアルタイム PCR 装置)や DNA シーケンサが多く活用されている。昨年度と同

様に農産物や畜産物中の残留農薬試験やアミノ酸や食品成分分析に関しても多くの回答が

あった。 

食品の安全性への意識の高まりを反映し、食品中の残留農薬の試験項目が増加している。

直近では輸入冷凍食品の事件もあり、今後さらに残留農薬分析の頻度は増すものと推測さ

れる。複雑なマトリックスから分析対象の農薬を抽出・精製する必要があり処理時間とコ

ストがかかっている。食品や農薬ごとにそれぞれ異なる煩雑な前処理を簡便にしたい、自

動化したい、さらには多項目一斉分析により省力化しコスト低減したいとの要望が強い。

また、高感度で精度のよいデータを得るために、装置メンテナンスと調整に時間と熟練が

必要であることも課題になっている。特に GC/MS や LC/MS などで使用年数１０年以上の

機器を使用している機関ではメンテナンスの負担が大きくなっている。 

細菌、ウイルス検査を行うための RT-PCR など新しい機器では操作の慣れに時間がかか

ることも課題にあがっている。これは公設試では人員に対し担当装置が多く、習熟に時間

が割けないためと推測される。 

製造業の研究開発部門では、主として食料品、医薬品、化学の３業種で生化学分析が行
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われている。対象・課題とも検査分析業とほぼ同じであるが、省力化、コスト低減の目的

だけではなく、研究開発のスピード重視の観点から、前処理や分析の時間短縮が要求され

ている。また、各種申請、規格対応のためのエビデンスとしてのデータの信頼性、電子承

認(CFR Part11)対応の必要性も指摘されている。 

 

2.8 環境分析分野 

環境分析分野は付随的な業務として実施している公設試と検査分析企業が多く、専業的

に行っているのは中・小企業が中心である。H18 年および H19 年に行ったアンケートの

対象は公設試、大・中企業であるため環境分析に関する回答数は少ないが、総合して現状

と将来についての課題を要約した。この分野の今後の業容については、現状維持が 62%を

占め、減少 9%、増加 24%で成長が期待できる。 

現状課題に関しては検査分析業および製造業研究開発部門ともに、第一の課題として分

析精度・分析限界、装置価格、メンテナンス／サービス、操作者の熟練度を取り上げてお

り、第二の課題としては分析時間・タクトタイム、試料前処理の手間、技術伝承を上げて

いる。検査分析業では特に、分析時間・タクトタイムを課題としており役務業務の効率を

重んじている。製造業研究開発部門では安全性、連続・自動化、操作者の熟練度を課題と

しており、安全性、操作性などの取扱い上の問題点を重んじている。 

将来の課題としては分析精度・分析限界、分析時間・タクトタイム、装置価格、データ

処理自動化操作の煩雑さ、連続・自動化が再度取り上げられており、測定の更なる向上の

必要性が伺える。現状の市販装置に対しては、LC/MS,GC/MS などの価格低減、COD 計の

低価格化、小型化の要求や、古い装置のメンテナンスおよび部品供給体制維持などの要求

がある。分析方法、装置取扱方法に対する要求も多くあげられており、分析前処理と分析

結果に対する評価技術の熟練化が問題としている。特に、水質、土壌、PCB、アスベスト

分析等のマニュアルの改良開発の必要性があげられ、前処理法、分析方法の高精度化、高

速化、省力化などに問題があることがわかる。 

 

2.9 全分野に共通する課題 

人材育成に関して検査・分析分野では日頃からの課題として、試料の前処理、データの

解釈、解析力の向上等が共通的にあげられている。公設試においては団塊世代の退職によ

る技術力の低下を懸念する意見があり、検査分析企業ではそうした課題に加え、専門性が

あり、かつマネジメント力を持つ人材の育成にも高い関心がある。検査分析企業では人材

育成に対し技術的な側面だけではなく、マネジメント層の育成の必要性も重要な課題との
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認識である。一方、研究開発を行っている企業では人材育成面では分析評価、考察に対す

る力量、および分析結果の質に対する関心も高い。 

団塊世代の退職による技術伝承の課題は、近年の要員合理化、職員の年次構成のアンバ

ランスが一層拍車をかけているとの意見もある。一様に分析技術では、分析装置の操作方

法等のハード面での技術伝承に加え、試料の前処理でのノウハウの伝承、解析力の伝承が

重要であるとの認識があり、特に製造業研究開発部門において特にその傾向が強い。 

多くの公設試において、新しい装置を導入できないために 10 年を越す古い装置を使用

している場合が多いようである。これは特に物理分析装置において顕著である。団塊世代

の大量退職に伴う人員補充がままならず、技術伝承ができないという課題と合わせて考え

ると、将来的に検査分析企業と公設試の分析業務の内容、質に大きな差が生じることも懸

念される。 

 

第 3 章 技術マップ、ロードマップ 

8 つの分野について作成した技術マップ、ロードマップを掲載した。 

 

第 4 章 参考資料：アンケート調査結果 

4.1 検査分析業アンケートの集約結果 

検査分析業に向けて行なった調査のアンケート用紙、昨年度調査データと総合してまと

めた各種図表ならびに今年度調査の回答集計データシートを掲載した。 

4.2 製造業研究開発部門アンケートの集約結果 

製造業の研究開発部門に向けて行なった調査のアンケート用紙、回答データをまとめた

各種図表ならびに回答集計データシートを掲載した。 

4.3 検査分析装置製造業アンケートの集約結果 

検査分析装置製造業に向けて行なった調査のアンケート用紙ならびに回答集計データシ

ートを掲載した。 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/ 
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