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[要 約] 

先端技術対応の検査・分析技術ロードマップ作成の 終年度にあたり、化学分析、物理

分析、生化学分析の 3分野に重点化して、それぞれにおける重要技術課題についての詳細

なロードマップの作成を行った。主要な検査分析企業、検査分析機器製造企業および製造

業研究開発部門へのヒアリングと、昨年度までのアンケートで回答があった企業/機関への

より詳細なアンケート調査を行い、そのデータに基づいてロードマップを作成した。本報

告書では、以上の調査データをまとめると共に、ロードマップの提示および説明を行う。 

 

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、検査分

析業、検査分析機器製造業および製造業研究開発部門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 3 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、検査・分析企業、製造業研究開発部門、検査分析機器製造企

業をヒアリング調査することを主に行った。合わせて、一昨年度、昨年度のアンケート調

査で回答があった検査・分析機関、製造業研究開発部門ならびに検査分析機器製造企業を

対象としたアンケート調査を実施し、より詳細な課題提示を依頼した。得られた情報は、

検査・分析企業、検査分析機器製造企業、研究機関に所属する 9 名の専門家から構成され

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た。 

昨年度までは 8 分野（化学分析、物理分析、機械試験、非破壊試験、電気特性測定、振

動・騒音測定試験、生化学分析、環境分析）の技術について調査したが、今年度はそれら

の中でも今後、課題解決が強く期待される下記の 3 分野に集中して技術課題の整理を行い、

技術マップ、ロードマップにまとめた。なお、化学分析分野には環境分析を含めることと
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し、残る機械試験などの分野で特に重要な課題が提起された場合には、物理分析分野で扱

うこととした。 

a.化学分析（形態観察、元素分析、クロマト分析、熱分析、表面分析、構造解析、そ

の他） 

b.物理分析（形態観察、元素分析、表面分析、構造解析、その他） 

c.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）） 

 

1.2 調査のまとめ 

ヒアリングは検査・分析企業、製造業研究開発部門、検査分析機器製造企業それぞれで、

化学分析、物理分析、生化学分析の 3 分野で有意義な情報が得られると期待できる大手 14

社を選択して行った。内訳は検査・分析企業 4 社、製造業研究開発部門 9 社、検査分析機

器製造企業 1 社である。各社には、できるだけ複数分野についてのヒアリングをお願いし

た。分析分野ごとのヒアリング先数は、化学分析分野７社、物理分析分野 9 社、生化学分

析分野 5 社となる。化学分析分野と物理分析分野を同時にヒアリングした企業が多い。 

アンケートは前節でも述べたように、過去 2 年のアンケートで回答を得た会社、機関を

対象とし、アンケート依頼および回答は電子メールで行った。回答数は、検査・分析業で

28 機関（企業 10 社、公設試（公設試験研究機関）18 機関）、製造業研究開発部門 15 社、

検査分析機器製造業 3 社であった。回答された課題総数は 88 件であった。 

ヒアリング、アンケートから得られた現状課題では、「分析精度・分析感度」、「前処理技

術の向上/簡略化」、「分析/計測速度の向上」に関する指摘が多いが、今年度に実施した詳

細なアンケートにおいては、「動的＆実環境での分析」を将来課題に挙げている機関があっ

た。これは、もの作りの高度化/精密化を目指した分析技術開発と推測され、この傾向はさ

らに多種多様に増えるものと思われる。 

装置に関しては、複雑化にともなうメンテナンス性の問題が重要視されてきている。長

期間に渡るメンテナンス保証とともに、故障時の迅速な復旧の要望がある。同様の問題と

して、装置そのものは問題無いが PC の更新が出来ない、もしくは更新で多額の費用がか

かること、PC の OS 更新でデータの互換性がなくなること等の問題が指摘されている。 

人材育成についての課題として、分析の目的を理解した上で作業が出来るような、製品

知識と分析技術力をあわせ持つ技術者が求められており、現在は OJT 等で育成を図ってい

るようである。また、試料の前処理、データの解釈等に高度の技術を要する分析でも、人
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材育成の課題が顕在化している。 

昨今、派遣社員が増えているが、派遣社員が持つ技術の伝承は非常に難しく、今後の大

きな課題となると思われる。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 

2.1 化学分析分野 

IR、ICP、GC/MS、LC/MS、NMR などの全装置について、「高感度」、「高速化」の要

望が も多い。 

化学分析における前処理は分析の必須条件であるため、「前処理技術の向上」、「簡略化」

が取上げられている。複雑な前処理技術の伝承は Know How と熟練を要する難しい課題

でもある。 

大気や水質、有機物分析に用いられる GC/MS、LC/MS についての「前処理の簡略化」

では、前処理不要な多元クロマトグラフ技術の進歩が期待されている。特に農薬などの一

斉分析技術については「分離技術、選択性の向上」が重要である。これらの課題の解決は

装置性能以外に、クロマトグラフィー分析の基本に係わるカラム充填剤の開発に依存する。 

環境分析では、年々増え続ける有害物質分析の「標準物質」の整備不足や、公定法への

新しい前処理技術および装置の反映が喫緊の課題である。またアスベスト分析については、

現場で繊維状物質を特定できる「高感度」、「高速」な計数測定装置の開発が望まれている。 

IR および NMR では特に、「微小領域、微小サンプルの分析」と「感度の向上」が、NMR

ではマグネットを含めた小型化と低価格化の要望が多い。 

 

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 多である。また、今年度に実施

した詳細なアンケートでは、微小サンプルや微小領域の分析手法を重要課題にあげている

機関があった。これは、競争力ある製品作りのための先端材料開発や品質向上が日々要求

され、それにともなって「分析精度・分析感度」への要求がさらに強まっているためと思

われる。 

「技術の伝承」に関連して、「試料前処理」の伝承が課題に挙げられており、自社内で組

織的に取り組もうとする姿勢が見られる。分析対象サンプルが高度化＆複雑化しているこ

とから、自社内のノウハウ蓄積やタクトタイム短縮等のために、自社内で前処理技術の向

上および伝承に取り組んでいるものと思われる。 
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将来課題に関しては、今年度の調査で「動的＆実環境での分析」を挙げている機関があ

った。「静的な」サンプルを分析装置内へ持ち込むことから、さらにその装置内で実環境を

再現しサンプル内での変化を調べることが望まれている。また、逆に現場でほぼ分析室と

同じ分析精度を確保することも課題提起されている。これらは、もの作りとの一体化への

アプローチであり、今後さらに多種多様に増えるものと思われる。 

 

2.3 生化学分析分野 

今年度アンケートでは、生化学分析分野に関して 20 件の回答があった。検査・分析機

関のうちの公設試、および製造業研究開発部門からの回答が多かった。 

現状課題では、「高速度化」、「高精度化」、「高感度化、微量成分の分析」、「前処理技術の

向上、簡略化」「データ処理技術の向上」の順に意見が多い。高速度化、高精度化は半数以

上の回答で必要性が示された。基本的に昨年度までの調査結果との大きな傾向の変化はな

いが、期待する時期、目標値など、より具体的な意見を集めることができている。 

対象装置で見ると、LC/MS、HPLC、GC/MS、NMR などの既存装置の改良、飛躍的な

向上に関する要望が主であるが、官能試験に代わり客観的な指標を与える味香り識別装置

や生細胞利用有害成分センサーなど、新しいカテゴリーの装置に対する提案もあった。 

対象試料で見ると、食品、医薬品分析に関する要望が大半を占める。新規の要望として

は NMR の高感度化があり、MS と同等の感度が求められている。 

医薬品の不純物分析では UV検出器に代わる汎用検出器の出現を期待する声もある。MS

では、ESI イオン化でも有機化合物の 70%程度しかイオン化できず、ひとつのイオン化方

法で必ずしも汎用ではない。 

食品では食の安全性に関する取り組みに加え、産地偽装問題への対応として産地特有の

土壌成分の分析に関する意見もあった。残留農薬分析では、対象成分の多さ、前処理の複

雑さの問題を解決する一斉分析を求める意見が強い。 

 

2.4 全分野に共通する課題 

分析装置によって多少の相違はあるものの、「微小領域、微小サンプルでの分析/計測」、

「分析/計測精度の向上」を望む声が大きい。開発製品構造の微細化/高機能化に対応する

ことが求められているためと思われる。 

装置の価格について、多数のサンプルを並行処理するためにある程度の台数の装置を常

備する必要がある場合に関して、使い易い小型/低価格装置の要望がある。 

標準物質については各分野平均的に必要性が挙げられている。特に環境分野については
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市販されていない標準物質が多いため、整備を求める意見があった。また、前処理技術に

ついては利便性の高いガイドラインの整備が求められている。加えて、官能試験の自動化

に併せて、食感など物性測定方法の標準化が必要であるなど、新しい測定技術への対応も

必要と考えられる。 

初年度および 2 年度に行ったアンケート調査から浮かび上がってきた問題として、公設

試における分析業務の衰退が危惧される。公設試の多くが、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。また、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」ができないのも公設試が抱える課題のようである。 

 

第 3 章 ヒアリング結果のまとめ 

3.1 化学分析分野 

ICP、GC、GC/MS、LC、LC/MS、IR、NMR 等について、「分析精度・分析限界」の

向上を期待する声が多い。分析感度の向上は、少量試料や一つしかない希少試料の分析を

可能にすると共に、定量下限以下の試料について実施している濃縮操作の簡易化や削除に

繋がる。環境分析では固体吸収サンプルの GC、GC/MS による全量分析を行なうが、試料

によってはスケールオーバーのために分析が失敗する場合がある。測定レンジの広域化さ

れた検出器の開発によって、一回限りの分析の失敗が回避できるメリットは大きい。NMR

については、分解能と測定強度の向上によって、現状では感度不足で情報の得られない試

料や、反応過程の in-situ 測定に適用されることが期待されている。 

GC、LC 等のクロマト分析や NMR は「分析時間・タクトタイム」が課題であり、分解

能、精度を維持した高速化が望まれている。 

化学分析の前処理技術は分析データの信頼性と効率化の鍵を握っており、受託分析機関

における差別化の部分であるが、「試料前処理の手間、操作の煩雑さ」の改善が重要課題で

ある。 

現在は 2,000～3,000 万円である LC/MS 価格の 1,000 万円以下への低減、小型で低価格

な NMR の実現などが、「装置価格」に関する共通した要望事項として挙げられた。 

現在は LC 装置の装置間およびメーカ間のデータ互換性が無く、データ・フォーマット

の共通化が要求されている。 

IR、MS および NMR のデータを総合的に解析して有機物の 適構造を決定できるシス

テムなどが、「データ処理・自動化」に関する希望として提示されている。 

 

3.2 物理分析分野 
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物理分析分野では、検査・分析企業と、化学、自動車、電気・電子、鉄鋼、半導体の各

分野の製造業研究開発部門を対象にヒアリングを実施した。 

「分析精度・分析限界」に関しては、分析機器の性能向上による期待はあるものの原理

的な限界も理解されており、従来 SEM/EDS で行っていた形態観察や局所元素分析を

TEM(STEM)/EDS/EELS に切り替えるなど、従来とは別な分析機器や手法に切り替える

工夫がなされ始めている。さらに原子オーダーでの局所観察/分析に関しては、すでに市場

に導入され始めた収差補正（Cs コレクタ）を搭載した TEM(STEM)/EELS への期待が大

きい。一部では、現状ではまだ研究レベルではあるものの APFIM が注目されている。 

元素分析に関しては、ppm あるいはそれ以下の微量元素の分析が強く望まれているとと

もに、単なる元素分析ではなく状態分析への要望が多い。試料の構造の複雑化にともない、

SEM/EDS＋Raman といった、分析装置の複合化への期待が浮上していることも明らかに

なった。In-situ TEM や AFM による、動的あるいは実環境下での観察・分析に対する期

待も高まりつつある。 

「分析時間・タクトタイム」に関しては、分析そのものにかかる時間は問題ではなく、

試料の前処理や分析結果の解析にかかる時間が膨大なために、一つの分析処理全体では多

大な時間がかかってしまうという指摘が多かった。 

分析機器に対しては、ブラックボックス化による操作性の向上よりも、より丁寧に質の

高い分析ができるツールへの期待が大きい。これは検査分析機器製造業への警鐘といえる。 

「試料前処理」は、ますます重要な課題になりつつある。 終的な分析領域が局所にな

ることに伴って、多くの試料に対して FIB（SEM/FIB デュアルビーム装置）が前処理の

必須ツールの位置付けになりつつあるが、デュアルビーム装置の加工位置精度の大幅向上

が強く望まれている。 

「技術伝承」に関しては、各社様々な取り組みをしているが、基本的には経験者による

OJT による技術伝承が基本であった。 

なお、今回のヒアリングで、複数の企業が SPring -8 や大学などの先端大型研究施設を

利用していることが明らかになった。先端大型研究施設を各企業にとって身近なツールに

するために今後、より一層の産官学連携強化が必須である。 

 

3.3 生化学分析分野 

生化学分析分野では、製造業研究開発部門については食品、医薬品企業を中心にヒアリ

ングを行い、検査分析機器製造企業、検査・分析機関と合わせて総計 5 社のヒアリングを

実施した。 
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装置としては LC/MS、HPLC、NMR、DNA シーケンサが多用されており、これらに対

する意見や要望が集中した。加えて、前処理、解析ソフト、標準化、分析者の教育に関す

る課題も提起された。 

LC/MS では再現性の向上、データ保存形式の統一、データ処理ソフトの改良・カスタマ

イズ化の要求が強い。ソフト開発では、装置メーカとユーザ企業との共同開発が有効では

ないかとの意見もある。 

イメージング技術の展開は、含 GFP マーカーや高感度撮像技術などによって、従来の

顕微鏡観察から活用範囲が拡大しようとしており今後期待できる。 

食品偽装問題で代表されるような、存在比を決定する分析では、DNA 抽出の前後での

混合比が保たれていることの証明が難しいことも指摘があった。ユニバーサルな方法の確

立とともに、データ信頼性の裏付けとして有効な公的機関によるガイドラインの検討が期

待されている。 

創薬スクリーニングでは対象測定検体数は多いが、アッセイ系や分析法の開発に多くの

時間がかかり、分析作業の負荷は相対的に低いようである。 

省力化・自動化に関しては、簡易なルーチン分析や手間のかかる動物実験などの多くは

外注で対応している、前処理の一部は個別対応が必要なため自動化できないものも少なく

ない、などの情報を得た。 

分析担当者の教育レベル不足がほぼ全部のヒアリング先で聞かれた。大学教育の改善、

学会・協会・メーカでの講習会の開催など、対処方法の提案があった。 

 

3.4 全分野に共通する課題 

装置に関しては、複雑化にともなうメンテナンス性の問題が重要視されてきている。長

期間に渡るメンテナンス保証と同時に、故障時の迅速な復旧の要望がある。同様の問題と

して、装置そのものは問題無いが PC の更新が出来ない、もしくは更新で多額の費用がか

かること、PC の OS 更新の際にデータの互換性が無くなること等の問題が指摘されてい

る。 

分析時間・タクトタイムに関しては、前処理に多大な時間がかかっており、これを短縮

したいという要望がある。現状では熟練者に頼っているが、経験によらない支援システム

の開発が要望されている。 

標準物質、標準化関連では、測定データの標準化や MS データなどのライブラリーの整

備標準化、利便性の高いガイドライン整備などが挙げられた。化学、生化学分野を中心と

して、標準物質の整備には高い関心が示され、データ信頼性確保には必須であるが現状は
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未整備な部分が多いという意見が多数であった。また、標準化などの国際動向がつかみに

くい状況であるので公的機関からの広報活動を望む、という意見が挙げられた。 

 

第 4 章 技術マップ、ロードマップ 

4.1 化学分析分野 

技術マップ、ロードマップを示すとともに、下記に示した化学分析分野の装置の分類別

に、高精度、高速、自動化・データ処理、前処理技術などの課題解決のための重要な技術

と実現時期を含め、技術マップ、ロードマップについての解説を行なった。 

①形態観察（PDM、PM）、②元素分析（XRF、ICP-AES(OES)、ICP-MS、AA、FLAA）、

③クロマト分析（IC、LC、LC-MS(/MS)、GPC、CE、GC、GC-MS(/MS)、SFC）、 

④熱分析（、DTA、DSC、TG）、⑤構造解析（μFT-IR、FT-IR、RSS、XRD、NMR、

MS、UV-VIS、FT-NIR、ESR）、⑥その他（μ-TAS、FIA、THC） 

アンケートやヒアリングの回答で要請されている課題解決時期は 1 年から 10 年以内に

絞られており、低価格で汎用的な装置の開発を含め、要望どおりの時期に解決することが

難しい課題も多い。 

 

4.2 物理分析分野 

アンケートやヒアリングで抽出された各企業における物理分析に対する課題は様々であ

り、全てを網羅する技術マップを作成することは困難である。そこで多くの企業が共通に

挙げた「分析精度・分析感度の向上」をメインテーマとして、①形態観察、②元素分析、

③表面分析、④構造解析、の四つの視点から、①～④に該当する装置群の今後 10 年程度

の技術動向、あるいは従来手法から別な手法への展開の可能性をロードマップとして示し

た。 

既存の装置の発展としては、収差補正 TEM(STEM)における電子銃のモノクロ化が数年

以内に実現するであろう。また局所の分析としては数年の内に APFIM が、より一般的な

手法として位置付けられるであろう。 

①～④の装置群は以下の通りである。 

① SEM、TEM(STEM)、AFM、Dual Beam(SEM/FIB) 

② XRF、SEM/EDS、EPMA、STEM/EDS/EELS 

③ XPS（ESCA）、AES(SAM)、SIMS 

④ XRD、SEM/EBSD、TEM/EBD 
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4.3 生化学分析分野 

昨年度作成したロードマップに対し、分析機器・システムの 新の技術・製品動向を反

映し、また今年度実施したヒアリング、アンケートで得た意見、要望を取り入れて改訂し

た。併せて、公開されているロードマップなどを参照した。また、今後さらに重要になる

と思われる LC/MS、DNA シーケンサ、イメージング、標準化に関して解説を記載した。 

 

第 5 章 まとめと今後の展開 

本調査において、先端技術を支えるための微量分析、高感度化、前処理技術、連続処理・

自動化、測定高速化、装置価格、装置メンテナンス・サービス、精度管理、In-Situ 測定、

データフォーマットの共通化、法規制、人材育成、技術伝承、標準化、標準物質、海外メ

ーカとの競争、公設試、先端大型研究施設利用等についての意見が寄せられ、それらを基

にしてロードマップにまとめた。技術開発の進展は目覚しく、状況も激動の時代と言える

ことから、3 年から 5 年後までにロードマップの見直しをすることが望ましい。 

 

第 6 章 参考資料 

6.1 アンケート集約結果 

本年度アンケートで回答があった技術課題ごとに、回答データを表にまとめた。 

6.2 ヒアリング記録 

ヒアリング先ごとに、主要なデータをまとめた。 

6.3 装置、手法などの略語の説明 

各章で用いている略語の説明をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

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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