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プロジェクト概 要 
作成日 平成２０年５月３０日 

制度・施策(プログラム)名 ナノテクノロジープログラム  

事業(プロジェクト)名 ナノ計測基盤技術 プロジェクト番号 Ｐ０１０２３ 

担当推進部/担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部 / 岩下徹幸 

０．事業の概要 

ナノテクノロジーに必要となる共通的計測技術を開発するとともに、信頼性確保の為

のナノ材料用新標準物質を国家標準に基づいて整備することにより、超微細物質構

造の創成技術開発を促進する。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

【NEDO が関与することの意義】 

知的基盤の公的に明確な一貫性、共通基盤性を確保するために、開発される校

正技術は上位の国家計量標準にトレーサブルな計量標準に基づくものであること、

また標準物質の供給技術整備に関しては、その供給体制の整備・維持を目的とする

ことから、実施に当たっては、関係の公的機関による整備方針又は、計量法の方針

に沿い、実施主体は関係の公的機関との密接な協力に基づくか又は公的機関その

ものによるものでなければならない。以上の理由により、民間投資に任せるのでは

なく、NEDO による国家的、集中的な実施が必要である。 

【事業の背景・目的・位置付け】 

本プロジェクトでは、ナノテクノロジープログラムで実施されるプロジェクトに共通な

超微細・高精度な計測基盤技術を構築するとともに、新たな標準物質を開発するこ

とを目的とする。これにより、材料ナノテクノロジープログラムで実施されるプロジェク

トの計測基盤技術を提供して材料開発の知識体系の信頼性向上に寄与するととも

に、産業界でのナノ材料開発を支える知的基盤整備の推進に資する。これにより、

情報通信、建築、運輸、環境等の広範な分野に利用される基盤技術の形成に資す

る。科学技術基本計画（２００１年３月閣議決定）における国家的・社会的課題に対

応した研究開発の重点化分野であるナノテクノロジー・材料分野、分野別推進戦略

に（２００１年９月総合科学技術会議）における重点分野であるナノテクノロジー・材

料分野に位置づけられるものである。また、産業技術戦略（２０００年４月工業技術

院）における革新的、基盤的技術（材料・プロセス技術及び融合的・横断的・統合的・

新技術）の涵養、知的な基盤の整備への対応を図るものである。さらに、「産業発掘

戦略－技術革新」（「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」（２００２年

６月閣議決定）に基づき２００２年１２月取りまとめ）のナノテクノロジー・材料分野に

おける戦略目標（１０年後に、世界市場を主導できる我が国初の企業をナノテクノロ

ジー・材料分野の‘５つの産業’で創出する。）に対応するものである。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

平成１９年度までに、ナノ粒子・ナノ空孔の力学・構造特性、ナノ表面の組成、ナノ界

面・膜等の熱物性の超高精度計測技術を開発するとともに、これらに関する８種類

以上の新たな標準物質を開発する。 

主な実施事項 Ｈ13fy Ｈ14fy Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy

微小要素物理特性の計

測基盤    

空孔の計測基盤   

表面構造の計測基盤   

事業の計画内容 

熱物性の計測基盤    

会計・勘定 Ｈ13fy Ｈ14fy Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy 総額 

一般会計 159 146** 219** 300** 169** 993

 

 

 

開発予算 

（会計・勘定別に実績

額を記載） 

（単位：百万円） 特別会計 
（電多・高度化・石油） 

210 228   438
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総予算額 

*) 採択時の要求額 

**) 限度額変更後契約額

210

(211*)

228

(211*)

159

(210*)

146**

(210*)

219** 

(214*) 

300** 

(209*) 

169**

(129*)

1,431

(1,394*)

経産省担当原課 産業技術環境局 知的基盤課 

運営機関 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

サブリーダー 
独立行政法人産業技術総合研究所 計測標準研究部門 部門長 田中 充 
独立行政法人産業技術総合研究所 計測標準研究部門 上席研究員 馬場哲也 

開発体制 

委託先 独立行政法人産業技術総合研究所、(財)ファインセラミックスセンター

情勢変化への対応 

平成１５年度、特別会計から一般会計への移行に伴い、当初予定の予算額の確保が困

難となったため、中間目標達成時期の見直しを行ったが、その後の進捗が良好であった

ため、予定通り目標を達成した。 

平成１６年度３月、ＮＥＤＯ技術開発機構の独立行政法人化に伴い、名称および根拠法

等を改訂した。 

平成１６年度に、外部委員による中間評価を実施した結果、高い評価を得て、さらなる加

速をともないプロジェクトを継続することが決まった。 

平成１６年度に、研究開発項目「（４）熱物性の計測基盤」について、加速資金を投入

した。 

平成１７年度に、研究開発項目「（１）微小要素物理特性の計測基盤」について、加

速資金を投入した。 

平成１８年度に、研究開発項目「（４）熱物性の計測基盤」について、加速資金を投入し

た。またナノテクロノジー標準化に関する社会的要請に対応するために、標準化検討の

ため外部有識者委員会を発足させた。 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

【事業全体の成果】 
 本研究プロジェクトは平成１３年度に開始され、４つのサブテーマにより構成されている。研究

は、各サブテーマとも順調に進展しており、平成１６年度末に中間目標を達成し、平成１９年末には

最終目標を達成した。 

 

【サブテーマ毎の成果】 
（１）微小要素物理特性の計測基盤 

（１－ａ）粒子質量校正技術と粒子質量標準物質の開発 

H16 年度までに、気体中に浮遊する 1 - 1000 fg の範囲の粒子の質量分布を測定する実用的な

技術を開発した。H17 から H19 年度ではこの技術に基づく２つの測定装置を開発した。一つは粒

子質量の絶対測定が可能なもので、これを用いて 100 nm から 500 nm までの３種類の

Polystyrene latex(PSL)粒子に対して、相対拡張不確かさ（包含係数 2) が 3.3% 以下で個数平均

質量の値づけを行った。また、値づけを行うための手順を校正技術基準として整理した。もう一つ

の装置は電極が 9800 RPM までの高速で回転可能なもので、これにより 0.01 fg までの微小粒子

の質量分析が可能であることを実証した。開発した測定器を用いた粒径／粒子質量同時測定系を

構成し、これにより粒子密度の測定が可能であることを実証した。これらと同時に、30 - 100 nm の

粒径域で PSL 粒子をバックグラウンド粒子の発生なしに気中発生させる技術、及び電気移動度分

析によりその粒径分布パラメータを正確に測定する技術を開発した。開発した技術に基づき粒径

の校正サービスを H17 年度から開始した。また粒径値づけの手順を粒径校正技術基準として整

理した。 
 

（１－ｂ）微小要素サイズ校正技術とサイズ標準物質の開発 

液中に分散する 30-100 nm のサイズを有するナノ粒子（ポリスチレンラテックス単分散試料：

PSL）に対して動的光散乱（DLS）による粒径計測技術を確立した。1-30 nm のサイズ領域でのナノ

粒子（PSL とデンドリマー）に対しては DLS とパルス磁場勾配核磁気共鳴とを組み合わせた粒径

計測技術をほぼ確立した。将来の粒径校正サービスと標準物質供給のために、技術基準の文書

化と 1-30 nm での高精度化を課題としている。一方、高分子の分子量分布計測技術については

光散乱検出器つきサイズ排除クロマトグラフィー（SEC-LS）を中心とする技術基準を完成し、多分

散高分子標準物質を開発、供給することができた。また、SEC-LS の ISO 規格案を 2007 年に新規

提案として認めてもらうことができた。 
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Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

 

（１－c）粒子数濃度校正技術と濃度標準物質の開発 

気泡識別計数法開発として、2 μm 以下の粒径域におけるバックグランド計数を低減した清浄

水中微小粒子計数装置を作成し、微弱蛍光を用いた気泡識別粒子計数特性を評価した。また、粒

子数濃度標準確立として、気泡識別を行う粒子数濃度計測技術の 2-10 μm 粒径域での不確か

さ評価を行った。市販粒子への値付けや市販計数器の校正に粒子数濃度標準液を使用するため

の技術基準を設定するため、500 nm までの粒径域の気泡抑制技術の開発を行い、粒子数濃度計

測技術の不確かさ評価を行った。サンプリングした試料溶液中の粒子を全数計数可能な手法を開

発し、これを用いて液中粒子数濃度の国家標準を確立し、標準供給を依頼試験の形で開始した。

顕微鏡法との比較による計数効率評価のために、フィルター法によるものに加え、高濃度試料を

用いた間接比較を行った。 
 
（２）空孔の計測基盤 

次世代半導体用の低誘電率絶縁膜などの開発において、薄膜中の微細空孔の大きさを測定す

る技術のニーズが高まっていることから、産業界で広く利用できる信頼性の高い微細空孔計測技

術を提供するため、普及型の陽電子消滅測定技術、標準試料・標準物質を開発するとともに、陽

電子寿命測定の標準文書を作成した。プロジェクト５年目、６年目、７年目の平成１７年度、平成１

８年度、平成１９年度には、普及型陽電子寿命測定装置の性能評価を行い、目標を上回る時間分

解能 170 ps が得られることを確認した。装置の全長が約 1.5 m の小型化陽電子寿命測定装置を

構築し、薄膜試料の空孔測定に十分な性能を有することを明らかにした。また、プラズマ重合法に

より安定性に優れた多孔質ポリシロキサン薄膜を作製する技術を開発し、この技術を用いて陽電

子寿命測定用のサブナノ空孔標準試料（付与された陽電子寿命の特性値 = 7.4 ns±0.2 ns）を開

発し、供給技術を整備した。さらに、陽電子消滅法を空孔測定法として普及させるための標準化に

取り組み、バルク試料の陽電子寿命測定のための認証標準物質および標準仕様書、薄膜試料測

定のための技術基準を作成した。 

 

（３）表面構造の計測基盤 

表面深さ方向分析法の精密化においては、放射光を用いて SiO2 薄膜試料の光電子分光スペ

クトルから 100eV から 900eV のエネルギー範囲で SI トレーサブルな方法で膜厚を決定された

SiO2 薄膜 (NMIJ CRM 5207-a 極薄シリコン酸化膜)の有効減衰長(EAL)を求めた。その有効減衰

長の値を用いて、より薄い SiO2 薄膜の膜厚を不確かさ 0.2 nm 以下で値付けすることができた。 

表面分析法標準スペクトルデータの確立としては、データベースを構築するのに必要な、清浄表

面のスペクトルデータを取得するため、高精度スペクトルの取得技術を開発した。具体的には試料

帯電の除去方法について検討を行うとともに従来から用いられている、イオンスパッタリング法の

スペクトル形状への影響について定量的に検討し、帯電補償法およびスパッタリング条件の適正

化についてノウハウを得た。また装置のエネルギー軸校正及び透過関数評価の手法についての

検討成果を「標準化のための技術指針」として取りまとめた。開発したデータベースをインターネッ

ト経由でユーザーがＷＥＢブラウザを使用して閲覧表示するためのインタラクティブな表示ソフトウ

エアの開発を行い、サーバーに実装して運用を開始した。実スペクトル解析では、X 線光電子分光

（XPS)、オージェ電子分光（AES)に共通な非弾性バックグラウンド解析法を開発した。これにより、

物質の種類、ピークの種類など、その系に固有の情報がわからなくても解析ができるようになっ

た。これから、ピーク強度比、散乱機構の詳細が求まる。この目的のために開発したウィンドウズ

で動作するプログラムをネット上で公開した。 
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Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

 

（４）熱物性の計測基盤 

ピコ秒およびナノ秒サーモリフレクタンス法（以下ピコ秒法、ナノ秒法）を用いた薄膜熱物性標準

を整備し、ピコ秒法については 2005 年度末から、ナノ秒法については 2007 年度末から依頼試験

を開始した。 

室温における熱拡散時間を校正するサービスであり、最大校正能力（2σ）においてそれぞれ

4.2 %及び 3.6 %を達成した。校正可能な熱拡散時間の範囲は、ピコ秒法において 100 ps から 6.5 

ns、ナノ秒法において 40 ns から 1000 ns である。本技術により、厚さ 100 nm から 1 μｍまでの

幅広い膜厚に対応した薄膜熱物性の標準供給体制が確立した。さらに、ナノ秒法の校正範囲を

10 ns までに拡張するためにモードロックファイバレーザの導入を行った。 

また、本課題の波及効果として開発されたナノ秒実用器を校正するために TiN 薄膜にナノ秒法

で熱拡散率を値付けした標準薄膜を開発した。本標準薄膜については GUIDE34 に準拠した品質

システムを整備し、2008 年度中に頒布する予定である。 

ナノスケールにおける熱エネルギー輸送機構の本質的理解を目的として加速整備されたフェム

ト秒サーモリフレクタンス法では、面内分解能 500 nm、膜厚 40 nm の熱拡散率測定を実現する計

測システムを開発し、さらに 10 K まで低温測定を可能とする機能の追加を行った。 

基材と一体化したコーティングの熱物性値を決定するために、レーザフラッシュ法による熱拡散率

測定と示差走査熱量法（DSC）による比熱容量測定を組み合わせてコーティングの熱伝導率を決

定するための基盤技術を整備した。レーザフラッシュ法では、多層モデルによる解析の手順を確立

し、ファインセラミックスセンターが開発したコーティング標準物質であるジルコニア緻密体／多孔

体の各単層、2 層試料の測定データを用いて、室温から 800 ℃の温度範囲で、標準不確かさ（1

σ）10 %以下で 2 層試料のコーティングの熱拡散率を算出した。また、黒化処理について、従来の

カーボンスプレー塗布が及ぼす影響の定量的な検討や、新しい黒化処理方法の開発を行った。

DSC でもコーティング標準物質の測定を行い、コーティングの比熱容量を測定するために十分な

分解能があることを確認した。コーティング標準物質の開発においては、作製方法の確立、均質

性・安定性の評価に加えレーザフラッシュ法による熱拡散率参照値の決定を行い、ジルコニア系

標準試料（コーティング材：ジルコニア多孔体、基材：ジルコニア緻密体）、アルミナ系標準試料

（コーティング材：アルミナ多孔体、基材：アルミナ緻密体）、溶射材料系標準試料（コーティング材：

ジルコニア、基材：ハステロイ）を完成した。開発した標準試料の特性評価として、超音波探傷試

験、走査電子顕微鏡による観察、レーザフラッシュ法による熱拡散率測定、DSC による比熱容量

測定を行った。熱光学特性の高精度校正技術の開発では、標準試料（シリコン単結晶）の熱膨張

率の実測試験により測定システムの測定性能の妥当性を検証した。nL 積測定における迷光を原

因とした信号の非線形成分について理論モデル・測定データ分析に基づく検討を行い、非線形成

分の除去を可能とするデータ選別法を確立した。標準的な光学ガラスである合成石英ガラスとホ

ウ珪酸ガラスについて-60 ℃～+80 ℃の温度範囲での熱膨張率および nL 積の温度依存性の測

定を行い、標準的参照データを取得した。 

投稿論文 「査読付き」８０件、「その他」１８７件  

特  許 「出願済」２０件、「登録」３件、「実施」０件 

Ⅳ． 実用化の見通しにつ

いて 

ナノテクノロジープログラムにおけるプロジェクトとして、その他プロジェクトとの連携を図りつつ、

またその取り組み方等を討議して、プログラム横断的な知識の構造化の円滑な推進を促進すると

ともに、標準物質の供給、商品化を目指した計測器メーカとの共同研究、プログラムの公開、デー

タベースの公開、校正技術基準の策定・公開、ISO 規格、及び JIS 規格の制定等を進めた。 

評価履歴 平成１３年度 事前評価書 平成１６年度 中間評価実施  

Ⅴ．評価に関する事項 

 評価予定 平成２０年度 事後評価実施予定 

策定時期 平成１３年３月  策定 

 

Ⅵ．基本計画に関する事

項 

 
変更履歴 

平成１４年３月  材料ナノテクノロジープログラムからナノテクノロジープログラムへ

の改編を受け、研究開発の目的、内容、目標を統一的に明記する

等、改訂 

 

平成１５年３月 研究開発の目的、内容、目標を統一的に明記する等、改訂 

 

平成１６年３月、独立行政法人化に伴い、名称及び根拠法等、改訂。 

 

平成１８年３月、本研究によって得られた知的財産、成果についての取り扱いについ

て記載。 
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研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新エネルギー・産

（産総研 計測標準研
（産総研 計測標準研

計測標準研究部門 物性

計測標準研究部門 温度湿

経済産業省（ＭＥＴＩ） 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

（独立行政法人） 
産業技術総合研究所 

（ＡＩＳＴ） 

（財団法人）ファインセラ

ミックスセンター（ＪＦＣ

Ｃ） 

（産総研 計測標準研

● プロジェクトリーダー 
田中 充 

（産総研 計測標準研究部門長） 
 

● サブプロジェクトリーダー 
馬場哲也 

（産総研 計測標準研究部門 上席研究員） 

計測標準研究部門 物性統計科 応用統計研究室

計測標準研究部門 先端材料科 高分子標準研究室

計測標準研究部門 先端材料科 材料分析研究室

計測標準研究部門 先端材料科 無機標準研究室

計測標準研究部門 物性統計科 熱物性標準研究室

計測標準研究部門 温度湿度科 放射温度標準研究室

★サブテーマリーダー 榎原研正 「微小要素物理特性の計測基盤」

★サブテーマリーダー 小林慶規 「空孔の計測基盤」 

★サブテーマリーダー 松林信行 「表面構造の計測基盤」   

★サブテーマリーダー 馬場哲也 「熱物性の計測基盤」 

●業務管理責任者 田中 充  
●経理責任者 佐野武文  

共同研究

委託

交付金 

●研究責任者 水野峰男 
       「熱物性の計測基盤」 

委託 

計測ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究部門 極微欠陥評価研究グループ

計測標準研究部門 先端材料科 材料評価研究室

研究推進委員会 
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「ナノ計測基盤技術」（事後評価） 
 

評価概要（案） 
 

１．総 論 

１）総合評価 

本プロジェクトでは、計測標準や標準物質を先導的に整備する必要性と緊急性が

あるナノ技術に関して、微小要素の物理特性、空孔、表面構造及び熱物性の４つの

テーマを取り上げ、民間では対応できない基礎データや国家標準の整備を推進した

ことは時宜にかなったものであった。 

トップダウン的な発想に基づく研究展開に加えて加速資金の投入などを実施して、

プロジェクト開始時にはほとんど存在しなかったナノ計測技手法の開発と標準物質

の供給のほか、ベンチャー企業による装置の市販化まで達成するなど優れた成果を

挙げている。 

特に、エアロゾル粒子質量分析器（APM）、普及型陽電子寿命測定装置、薄膜熱物

性測定装置及び微小変異量検出用レーザー干渉計は、従来の結果を飛躍的に向上さ

せた世界最高性能の技術である。 

ただ、全体的に個々のテーマが独立して推進され、テーマ間の相互関係の整理と

連携が十分に行われたとはいえない。 

ナノ技術は産業的にはまだ未成熟で、今後の発展によっては標準の要求も多岐に

わたる可能性があるので、スケールの範囲や標準物質材料の種類を柔軟に考えてお

くことが望ましい。 

 

２）今後に対する提言 

開発した計測技術について企業等の幅広い研究機関における利用を促進するため

に、仕組みや手続きの整備、広報活動の推進を期待する。また、国際標準化の推進

にも期待する。また、研究に参加した人材の移動を積極的に進め、ノウハウを広く

普及することが望まれる。ナノ技術の産業化のためには、今回取り上げられなかっ

た機械的性質、光学的性質などの標準整備も必要であろう。 

開発した計測装置の実用化は、メーカーに任せきりにすることなく、研究者と

メーカーが共同で開発を進め、装置自体を国際的なデファクトスタンダードにする

努力が望まれる。一部の計測装置では、さらに普及型の装置の開発へ向けた研究も

必要であろう。 

本プロジェクトで開発された計測装置および技術は、非常にレベルの高い最先端

のものであり、今後は、各装置で測定された特性の相互関係を整理し、これらの要

素測定技術を統合した総合的なシステム的なナノ計測基盤技術の確立が望まれる。 

また、開発した計測技術が真に国際的な成果であることを判断するためには、今

後数年間にわたって諸外国における利用状況をフォローすべきである。 
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２．各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

ナノテクノロジー分野の計測基盤と標準整備は、公共性の高い課題であり、民間

では成し得ない NEDO の関与すべき重要な事業である。ナノ領域の計測技術の標準

化は技術展開の土台となるもので、本プロジェクトはそのニーズを把握し、そのた

めの基盤技術の整備という点で高く評価される。なかでも環境計測技術とエレクト

ロニクス材料向けの計測技術は、わが国のナノテクの優位性を保障する重要な技術

となろう。 

国際標準化の推進も事業目的として掲げ、国際的な標準機関との連携を見据えた

活動も評価できる。 

事業目的は妥当と考えるが、その手段となる要素技術においては、必ずしもその

目的が妥当ではないと判断できるサブテーマも含まれ、予算規模からすると、もう

少しナノテクノロジーの他の主要課題に取り組めなかったのかとの疑問が残る。 

 

２）研究開発マネジメントについて 

研究開発目標は、他のナノテクノロジープログラムとの連携を睨んだ概ね適切な

ものであった。また、研究遂行におけるマネジメントは、各課題の間の直接の連携

は少ないものの、方向性をしっかりと保持しつつ柔軟性もあり、全体を通じての統

率は優れていたと認められる。 

開発した計測技術の装置化、ライセンス契約による販売あるいはベンチャー企業

の立ち上げ、技術研究推進委員会や標準化委員会などで他機関や産業界からの意見

を広く取り入れるなど、研究開発マネジメントとして高く評価できる。また、研究

の進捗に応じての加速資金の投入も適切に行われた。 

一方、一部に目標が戦略的に設定されたようには思えない課題があった。先進的

課題であるため、中間評価に加え、期間中途での目標の見直し・再確認を制度とし

て組み込むほうがよい。また、一部のサブテーマでは研究の主体が一部の研究者の

成果に偏っていて、それ以外の研究者のコミットメントや、サブテーマ内の連携が

見えない。プロジェクト全体としての連携による相互作用あるいは相乗効果が強く

望まれる。 

 

３）研究開発成果について 

何れのテーマも概ね目標値をクリアし、全体として優れた成果といえ、特に幾つ

かの課題で、国際的水準を超えた優れた成果を挙げている。その成果は、今後のナ

ノテクノロジーの発展に大きく寄与するものと推察される。 

特に、ＡＰＭ（エアロゾル粒子質量分析装置）、陽電子寿命測定装置、パルス

レーザーによるサーモリフレクタンス法は世界初の計測技術であり、しかも製品化

もされていることから高く評価できる。 

一方、論文や特許あるいは受賞等の点で十分評価できるテーマがある一方で、予

算投入に見合っていないテーマもあった。 

知的財産については適切に出願されているが、今後、国際標準化をするときの障

害とならないように、権利行使に配慮も必要である。 
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４）実用化の見通しについて 

本プロジェクトで開発されたナノ粒子の質量測定，薄膜の熱拡散率測定のための

計測装置は市販に至っており、国内のみならず国際的に普及する可能性が大きい。

これらは、ナノテクに於いて専門分野の異なる技術者が共通の尺度で要素技術を議

論できる基盤を与えるものであり、今後の利用が期待される。 

本プロジェクトの成果の知的基盤としてのニーズは十分にあると考えられ、国内

のみならず国外への情報発信に努めれば、当該分野の国際標準化におけるリーダー

シップを取れると考える。 

将来にわたって、本プロジェクトの成果を知的基盤として維持し､その優位性を

確保するには、国と産業界のバックアップが必要である。 
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個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

微小要素

物理特性

の計測基

盤 

気中における粒子の質量分析につい

ては静電噴霧法により精度良い計測法

が確立でき、投入された予算に見合っ

た成果が得られている。気中に浮遊す

る粒子の質量を、粒子形状とは無関係

に計測できる技術は革新的なもので、

本研究の成果としてすでに装置として

市販されており、十分に当初目標を達

成し、計測技術としては世界最高と理

解できるレベルを達成している。この

技術は、今後、様々な動力学的径を評

価する際にも大いに役立つものと期待

される。特許申請、論文発表も十分に

行われている。 
さらに、濃度や粒径分布など、従来

の手法では対応できなかった性質につ

いてもチャレンジして成果を挙げてい

る。ナノサイズ粒子の質量（ 1 ～

1000fg）、サイズ（1～1000nm）範囲

での校正技術と標準試料供給の体制を

ナノ粒子標準物質は、環境技術やバ

イオ産業などでの利用がさらに高まる

であろうから、その意味で波及効果は

非常に大きいと考えられる。また、微

小質量の計測装置ＡＰＭに関する技術

は、わが国発のナノ計測技術として、

世界に普及すべき優れた技術であり、

今後様々な分野で応用が見込まれる。

成果の普及に努め、技術をさらに高度

化して、わが国のナノ計測技術の柱に

すべきと考える。 
30～100nm の粒径標準、SEC-LC

による分子量分布標準物質等は、産業

界として需要の高い分野であり、今後

利用が拡大してゆくことが期待され

る。 
有効密度測定装置の実用化に向けて

は、バルク密度と非球形粒子での有効

密度の違いの定量的な説明が必要であ

る。また、粒子数と気泡の同時計測に

ついても、現状では、実用化するには

粒子質量分析に関しては、粒子の凝

集状態、液や気体の種類の影響あるい

はバイオ影響に関連する粒子材料など

多くの研究課題があり、さらに粒径が

1 桁のナノ粒子への拡張が望まれる。

また、汎用性、操作性を向上した小型

化、低コスト化装置、微小質量以外の

測定も同時にできるような複合装置へ

の発展を期待する。今後とも、開発の

ロードマップを作成し、他の競争的資

金を獲得してトップレベルの研究を推

進することが期待される。 
1～30nm の粒径標準は、産業界から

の要請が今まで以上に高まると予想さ

れ、この領域での標準供給が推進され

ることを期待する。 
また、標準化活動を支える体制を構

築し、国際標準化に向けて標準物質に

関する知見を今後とも充実させること

も重要である。 
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整備し、本プロジェクトで掲げた成果

を達成したと評価される。 
ただし、気中、液中での粒子径の計

測結果が、ほぼ一致するところまで追

及できたとのことだが、気中と液中で

のナノ粒子の挙動の違いについてはさ

らに研究を深める必要がある。 
また、環境やバイオ安全、人体安全

などの応用で今後強いニーズがあると

予想されるので、材質や粒径、形状な

ど、より広い標準が必要である。 

精度が不足していると思われる。 

空孔の計

測基盤 

陽電子消滅法という新しい原理を用

いて、直径数ナノ以下の空孔計測技術

を確立し、世界トップの時間分解能を

持つ普及型陽電子寿命測定装置を開発

した。ライセンス供与による製品化、

それによって校正した認証標準物質の

開発、標準仕様書(TS)案の作成など、

将来を見据えた活動がなされている。

さらに、中間評価の指摘にあわせて装

置を小型化するなど普及のための努力

や、論文発表、特許出願など成果発表

のための努力がなされ、目標を十分達

普及型陽電子寿命測定装置の製品化

は世界初でインパクトが高く、それを

小型化したことは、本技術の産業界で

の活用を推進するものであり、高く評

価できる。 

開発された装置は、薄膜電子デバイ

スの開発段階、および作成した薄膜の

評価装置として実用が期待される。ま

た、あわせて陽電子寿命測定用の標準

試料供給を開始し、一部機関での利用

が進んでおり、確実な成果を挙げてい

る。ただし、空孔を直接計っているわ

放射線安全の規制と応用の場での利

用し易さとのかねあいの改良、およ

び、より低コストでコンパクトな汎用

装置の開発を視野にいれた活動の推進

を期待する。放射性同位元素使用とい

う法的な問題もあることから、装置販

売の観点のみにしばられず、測定依頼

受託ということでの産業界への浸透も

推進すべきである。 
実用上はサイズのばらついた系や空

孔が球でない系を扱わねばならないこ

とも多いが、それをどう扱うかを検討

して欲しい。また、平面内の分布測定
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成している。 

研究者間の交流による推進もなされ

ており、機関外の研究者の参加により

その成果について評価も受けており、

成果の信頼性も高い。一つの目標に対

して、複数の研究者が同じベクトルを

意識しながら、研究開発を実施してい

る姿になっており、研究マネジメント

も高く評価できる。 
ただし、標準試料に付与された特性

値が陽電子寿命となっており、異なる

計測法間での比較も視野にいれると、

特性値として空孔サイズが付与される

ことが望ましいと考えられる。また、

陽電子寿命から空孔サイズを求める根

拠の妥当性については、小角 X 線散乱

法などとの比較を試みていることは評

価できるが，まだ弱さが残り、さらに

空孔形状の問題もある。国際的な標準

物質として納得させるにはそこのロ

ジックを強化する必要がある。 

けではないので利用者の正しい理解が

必要である。気体吸着法、小角Ｘ線散

乱法との比較は行っているものの、絶

対精度は今後も継続的な研究が望まし

い。 

陽電子寿命測定装置の販売のネック

になっているのは、放射性同位元素の

使用による手続きの問題とデータ解釈

にある。普及のためには、管理区域の

設定や放射性同位元素の管理があまり

大きな負担でないことを周知するな

ど、ユーザーへの広報活動が必要であ

ろう。 

も要請の高い課題であるので、可能性

の検討を継続して欲しい。 

表面構造

の計測基

盤 

表面から 2nm 以下の深さに対し、

波長可変 XPS 装置を用い、組成の情報

が得られる深さを厳密に決定するとと

ナノメータオーダーの膜厚の計測法

は、半導体の分野で今後の利用が期待

される。方法はあるレベルまで完成

データベースの新奇性はわかりにく

い。過去に使われなくなったデータ

ベースの例との違いを意識しつつ、継
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もに、深さの方向の組成分析が可能に

なることを示した。また、金属等 22
元素の化合物 52 物質について統計的

500 本以上のスペクトル取得を完了す

るなど自前のデータベース構築などに

取り組み、目標は一応達成している。

しかし、10 名の研究者が関与している

研究テーマとしてはアウトプットが少

なく、何がどこまでわかればよいかと

いう最初の目標設定がややあいまいで

あったと考えられる。 
深さ可変光電子分光では、放射光を

用いてエネルギーを変えた測定がは唯

一の手法であるが、それだけでは新規

性があるとは言えない。IMFP の測定

でも、SR を使って，そのための独自

の分光器を開発するなどのチャレンジ

が欲しかった。 
また、知的基盤的な課題では特許出

願はゼロでもよいわけだが、理由の説

明は必要である。他のテーマと比較し

て、他のナノテクノロジープログラム

との連携も不足していた。 

し、興味あるデータも得られ、ここま

ででもこの方法の応用のニーズは強い

と考えられる。しかし、不確かさは

データのばらつきが主たる論拠で絶対

的な不確かさは課題として残り、標準

として供給するにはまだ早いと思われ

る。 
これらの成果が当該技術分野にどの

程度受け入れられているかは，論文の

引用数や広くユーザーに使ってもらえ

るのかで判定されるが、今後国際的な

取組みを主導できるようにアウトプッ

トの確度を向上させ，存在価値を高め

ていただきたい。 

続的な充実・維持に留意されたい。

データベースとして集積するなら、あ

らかじめデータベースをどのように利

用してほしいかをユーザーと十分議論

すべきである。さらに、利用促進のた

めには、利用者向けの広報活動をさら

に強化すべきである。 
当該計測法は他機関でも検討が推進

されている計測法であり、他機関との

密な連携が必要であった。まずはサブ

グループ内でのお互いの成果に関して

の十分な議論、結果に対してのロジッ

クの確立、それを知的財産化する発

想、それらを実施していく研究運営体

制を構築すべきであろう。 
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熱物性の

計測基盤

世界トップレベルのピコ秒およびナ

ノ秒サーモリフレクタンス法によるナ

ノメータオーダーの薄膜の熱拡散率の

計測法を開発し、あまり例のないナノ

領域の移動現象量の計測技術を生み出

した意味からも評価できる。 
加えて、フェムト秒サーモリフレク

タンス法の開発にも取り組み、ナノ

メートルにおける熱エネルギー輸送機

構の本質に迫ろうとする姿勢は、ナノ

テクノロジーのプロジェクトのなかで

も最先端分野に位置付けられる。この

厚さの膜厚まで高い測定精度で測定で

きる方法を達成したことは画期的とい

える。国際的に最高のレベルを達成し

た。技術的なブレイクスルーも特許化

され，装置化もなされ，研究マネージ

ングもよい。国際特許出願している点

も評価できる。 
ナノ試料薄膜の非均質性については、

今後の研究でさらなる検討を期待した

い。 

サーモリフレクタンス法による装置

の実用化は本プロジェクトの成果とし

て既に終了しており、ベンチャー企業

も立ち上がっている。100～1000 nm の

薄膜熱拡散率標準を確立し、標準試料

も供給されており、実用化の観点で高

く評価できる。ナノ領域の熱拡散率を

測定するための一般的な装置として、

普及が進むことを望む。 

産業界から求められる計測対象材料

は多種多様であるため、幅広いニーズ

に応えるべく標準試料の整備を継続す

るよう期待する。 

産業界で使い易い標準的な装置を国

際的に供給する強い努力を期待した

い。 

また、本プロジェクトの成果を国内

外に積極的に情報発信し、日本がナノ

レベルの熱物性計測基盤のリーダー

シップを取れるよう活動することを期

待する。 

サーモリフレクタンス法について

は、既存のマクロスケール材料向けの

計測法と比較して、汎用性の観点から

依然改善の余地があると考えられるの

で、更なる技術開発の進展を期待す

る。また応用ニーズの広がりを考えた

多数の専門技術者の育成が必要であ

る。 

ナノメートル領域で起こる特異現象

は、ナノ科学の中心課題であるから、

本課題のような輸送現象量の測定にお

いて、ナノ領域特有の物理現象が見え

ているなら、科学的発見として、慎重

な取り扱いが必要である。 
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評点結果 
 

2.3

2.6

2.1

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
〈判定基準〉 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.6 A A A A A B C

２．研究開発マネジメントについて 2.1 A A A B B C C

３．研究開発成果について 2.6 A A B A A A C

４．実用化の見通しについて 2.3 A B A A B B C

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・非常に明確         →A 
・明確            →B 
・概ね明確          →C 
・見通しが不明        →D 


