
平成２１年度の主な研究成果

伊豆大島火山の噴火推移予測モデルの構築に関する研究 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
・火山噴火災害の軽減には、噴火予知・火山活動推移の予
測が不可欠であり、特に伊豆大島火山は近い将来の噴火
が懸念されている。懸念され る。
・伊豆大島山頂カルデラ内の東部でボーリング調査を行い、
堆積物の岩相記載、全岩組成分析、年代測定等に基づき、
地表に分布する噴出物と対比した。その結果、カルデラ形成
以前の地層までの掘削に成功した事が判明し、カルデラの ボーリング掘削地点以前 層ま 掘削 成功 事 判明 、 デラ
構造が明瞭になった。
・側火口近くでトレンチ調査を実施し、側噴火と山頂噴火との
時間的関係を明らかにした。
・ボーリング孔を使用して、自然電位連続観測開始するととを使用 、 然電 続観測開始す
もに、マグマ貫入に伴う自然電位変動シミュレーションを試
み、マグマ貫入時に想定される変動量推定を行った。

【平成２１年度計画との関連】

回収されたコア

小項目：【別表2】3-(2)-① 火山の調査・研究

・伊豆大島火山における噴火シナリオを高度化させるため、
ボーリング結果の解析と追加の地表地質調査を行う。

【開発技術の用途】
・噴火推移予測の高度化・精密化に貢献する。
・マグマ上昇などに伴う、噴火前兆現象のシミュレーションに
活用される。
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活用される。
・火山噴火災害予測・減災に貢献する。

図1 ボーリング柱状図 トレンチに露出した噴火堆積物



平成２１年度の主な研究成果

隆起侵食活動履歴の高精度化 地質情報研究部門

【研究成果の概要】
・高レベル放射性廃棄物の地層処分事業に対する安全規制にお
いては、地下埋設物と地表との接近をもたらす隆起侵食活動予測
は も重要な検討課題の一つである。は も重要な検討課題 ある。
・青森県北東沿岸部におけるボーリング試料を用いて、旧汀線高度
を認定することによって、より正確な隆起速度を求めた。その結果、
基盤的地質データとして成果調査地域の隆起速度は文献値の1/2
〜1/3であることが判明した。また手法開発としての成果として、地ある 判明 。ま 手法開発 成果 、
形面の成因(形成プロセス)を明らかにした上で、適切な指標面を設
定することでより正確な隆起速度を求められることが判明した。
・地形の比高だけを使った隆起・沈降速度の設定は厳密性に欠け、
誤差が大きい可能性がある。これは、既存文献等のデータの品質誤 能性 あ 。 、既存 献等 品質
を評価する際の重要な着目点として指摘できた。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表2】3-(3)-① 地質現象の長小項目：【別表2】3 (3) ① 地質現象の長

期変動に関する研究

・テストフィールドに対して、隆起侵食量分
布を明らかにし、地殻変動のモデル化を
検 す検討する。

【開発技術の用途】
・高レベル放射性廃棄物地層処分に関す
る安全規制

76

る安全規制
・日本列島の地殻変動史解析 図、青森県北東沿岸部における隆起速度



LED測光量のAPMP国際比較への参加と校正技術の普及 計測標準研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

・ LED測光量校正手法を新たに確立し、 APMP(アジア太平洋計

量計画)が主催した発光ダイオード(LED)国際比較（光度・全光束・

LED配光ステージ V(λ)受光器部

色度）に参加した。

・国内ではLEDの測光量校正が可能な第3者機関が不足しており、

産業界等より問題点が指摘されていた。この問題を改善するため

に産総研が確立したLED測光量校正技術を第3者機関に移転しに産総研が確立したLED測光量校正技術を第3者機関に移転し

た(図1)。

・近年、開発が著しい高強度LEDのための測光標準の開発に着

手し 高強度LEDの測光量校正に適した標準器(標準LED)の試作 図１ 産総研が開発した装置を元に製作さ

レ－ザアライメント部

手し、高強度LEDの測光量校正に適した標準器(標準LED)の試作

品をLEDメーカと共同で開発した(図2)。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表3】1-(1)-⑩ 測光放射レーザ分野

図１.産総研が開発した装置を元に製作さ
れたLED光度・全光束校正装置

高強度LED部(発光部分）
項 【 表 】 ⑩ 放

・LEDのAPMP国際比較に参加する。

・新たに高強度LEDのための測光標準の開発を進めるとともに、

LED測光量校正技術の移転を行う。

高強度LED部(発光部分）

【開発技術の用途】

・十分な評価設備を持たない中小企業にとって、第3者機関の校

正サービス拡充による利便性向上は大きな利点があり、信頼性

高 評価結果が製造現場 還 される と り 本製
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の高い評価結果が製造現場に還元されることにより、日本製品

全体の品質向上や製品開発に寄与した。
図２.高強度LED用標準LED
(試作品:白色LEDで60 lm 達成)



RoHS指令対応鉛フリーはんだチップ標準物質の開発 計測標準研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

NMIJではこれまで、 EUの規制、RoHS指令に対応したプ

ラステ クを トリ クスとする認証標準物質を数多く精ラスティックをマトリックスとする認証標準物質を数多く精

力的に開発してきたが、今年度はさらに、Pb濃度などが

認証された鉛フリーはんだチップ標準物質を開発した。酸

分解による前処理後 同位体希釈誘導結合プラズマ質量分解による前処理後、同位体希釈誘導結合プラズマ質量

分析法、誘導結合プラズマ発光分光分析法などによって

正確に決定する手法を開発した。これにより、相対拡張不

確かさ1.3 ％程度でPb濃度を決定できるようになった。確かさ1.3 ％程度でPb濃度を決定できるようになった。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表3】1-(1)-⑫ 無機化学分野

・新規標準液の調製法及び測定法の開発を行い、RoHS

指令対応の重金属分析用標準物質について新規の標準

物質を供給する。

【開発技術の用途】

NMIJ認証標準物質NMIJ CRM 8203-a
”鉛フリーはんだチップ(Sn96.5Ag3Cu0.5)
(Pb高濃度)“の外観。

・はんだ製造現場におけるRoHS指令対応製品中のPbな

どの濃度分析精度管理

・分析機器の妥当性確認

※２０１０年４月から頒布を開始
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ナノテク産業競争力強化のためのフォトマスク線幅の計量標準の開発 計測標準研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

・フォトマスク線幅の寸法誤差は、これを原版に転写された機能

素子の性能を大きく左右してきたが 原因の一つに線幅標準の不

AFMプローブ SEM電子ビーム

素子の性能を大きく左右してきたが、原因の つに線幅標準の不

在があった。また、間もなく発行されるフォトマスク寸法検査装置

のISO規格に、校正証明付きの線幅標準が必須となり、これを持

たない国内検査装置メーカの競争力の低下が懸念された。
500 nm ~ 10 μm

プローブ先端
寸法の評価

～5  nmエッジ補正

な 国 検 装置 競争力 低 懸念され 。

・高品質な線幅標準試料を試作したほか、原子間力顕微鏡

（AFM）の走査距離やプローブ先端形状の評価を行った上で、走

査電子顕微鏡（SEM）のエッジ検出補正を行うことで、絶対線幅と

フォトマスク線幅のAFMおよびSEMを用いた
絶対校正のプロセス

しての校正技術を確立、校正サービスを開始した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表3】1-(1)-① 長さ分野

差高 ゲ ジ等 標準供給を 始す・段差高さゲージ等の標準供給を開始する。

・一次元回折格子等の既存計量標準に対し、校正範囲・対象を拡

大するとともに高度化を行う。

【開発技術の用途】

プローブ先端寸法の
補正評価に用いた
AFM像

プローブ寸法が補正
された線幅パターン
のAFM像

【開発技術の用途】

・フォトマスクの線幅寸法の長さ標準にトレーサブルな校正サービ

スを開始したことで、超精密加工品の品質管理基準の信頼性が

高まり、わが国が優位にあるナノテク分野における産業競争力の
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高まり、わが国が優位にあるナノテク分野における産業競争力の

基礎を固めることができる。 校正の対象となる線
幅・溝幅標準試料

線幅(溝幅)のSEM像
（公称幅：500 nm）



デジタル超解像による顕微ラマン分光の高度化 計測フロンティア研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
光学顕微鏡画像の計算機による画像復元技術

（デジタル超解像）を レーザー光を用いる顕微ラ（デジタル超解像）を、レーザー光を用いる顕微ラ
マン分光に適用可能なように 適化することに
よって、回折限界以下の微小領域における化学
的情報を復元する。位置をわずかにずらしながら
測定したデータを元に信号を復元すると 分解能測定したデータを元に信号を復元すると、分解能
が向上し、シリコン表面近傍の分子レベルでの乱
れは、通常の方法で測定される場合よりも浅い領
域に限定されることが明らかになった。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅴ-1-(2)-③ 材料プロセスの信頼性に関
わる評価技術の開発と標準化の推進
触媒材料における機能発現メカ ズムをラ ン

多層膜の層間界面測定への応用
カラースケール表示

多層膜の層間界面測定への応用
カラースケール表示

・触媒材料における機能発現メカニズムをラマン
分光法により追跡する技術の確立を行う。

【開発技術の用途】

・光学用多層膜コーティングなどの層間界面の測
定。
・三次元高分解能マッピング測定への展開。
・超解像ソフトウェア導入による既存装置の分解

信号強度の３Ｄ表示信号強度の３Ｄ表示
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能向上。 図 シリコン表面の超解像ラマン分光と
多層膜測定への応用イメージ



革新的質量分析装置のための超伝導ナノデバイス分子検出技術 計測フロンティア研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

・ナノ構造を有する超伝導デバイスを使った分子検出技術は、

従来 質量分析装置 原 的限界を突破する とを 能

高電圧: V 紫外レーザー

器従来の質量分析装置の原理的限界を突破することを可能に

する(特願2002-379804)。しかし、ハイスループット分析を実

現するために必要な検出器サイズと、高質量分解能のため

のナノ秒時間分解能を両立させることが困難であった。 20 keV
Ground

TOF

分
子

検
出

器

のナノ秒時間分解能を両立させることが困難であった。

・膜厚40 nm、線幅1µmの超伝導Nbナノストリップ線を並列に

配置する検出器構造（特願2007-184178）により、分子１個に

対してナノ秒幅のパルス出力と、1 mmの検出器サイズを実

現した タンパク質凝集体の測定により マクロサイズのナノ現した。タンパク質凝集体の測定により、マクロサイズのナノ

デバイスが質量分析に応用可能であることを示した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅴ-1-(1)-① 反応性の高い状態にある原子・分子

の計測・制御技術の開発

・抗体やナノ物質のように 1 MDaを超える質量まで対応可能

な飛行時間型質量分析を実現する

超伝導分子検出器 ナノ構造の詳細

な飛行時間型質量分析を実現する。

【開発技術の用途】

・抗体等巨大生体分子の質量分析。
超伝導常伝導転移による
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・アルツハイマー等のタンパク質凝集体の分析。
抗体IgGの分析例

超伝導常伝導転移による
高速分子検出

図１．質量分析の模式図と超伝導検出器



カーボンナノ構造体電子源を用いた可搬型高エネルギーX線源の開発
計測フロンティア研究部門

平成２１年度の主な研究成果

計測フロンティア研究部門

【研究成果の概要】
針葉樹型カーボンナノ構造体を電子源とした冷陰極Ｘ線管の針葉樹型カ ボンナ 構造体を電子源とした冷陰極 線管の

処理方法を確立し、長寿命でピーク出力の大きな高エネル
ギーＸ線を発生可能なＸ線管を開発した。さらに、このＸ線管の
ための単三乾電池を電源とするパルス駆動の可搬型Ｘ線源を
開発し、非破壊検査への応用の可能性を調べた。このＸ線源開発し、非破壊検査 応用 可能性を調 た。 線源
は、高エネルギーＸ線をパルス的に発生でき、現場での非破壊
検査などに利用できる。

【平成２１年度計画との関連】【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅴ-1-(1)-② 光・量子ビームを利用した動的現象の

可視化技術の開発

・カーボンナノ構造体を用いて200keV以上の高エネルギーX線

図１ 針葉樹型カーボンナノ構造体（左上）
とそれを用いた可搬型X線源（右下）

・カ ボンナノ構造体を用いて200keV以上の高エネルギ X線

を発生できる可搬型装置を開発し、X線非破壊検査に有用で

あることを実証する。

【開発技術の用途】

・プラントなどの産業資本構造物の非破壊検査。

・鉄筋コンクリートなどの社会資本構造物の非破壊検査。

82

図２ 開発したX線源で撮った電極付碍子
の透過X線像

・災害現場でのレントゲン検査。



極薄厚さ標準物質の開発 計測フロンティア研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
オゾン酸化膜を用いた厚さ計測用の標準物質(CRM 5204-a)

を供給した（図１） また 紫外線照射による励起オゾン酸化
<10±0.1nm

Si

シリコン酸化膜

シリコンウエハ

を供給した（図１）。また、紫外線照射による励起オゾン酸化
法が適用可能な40 cm(16インチ)基板対応の酸化炉を作製し、
基板を加熱することなく、40 cmの範囲で4.9±0.1 nmの均一
な酸化膜を作製することに成功した（図２）。

Si

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅴ-1-(1)-① 反応性の高い状態にある原子・分子の
計測・制御技術の開発

・オゾン酸化膜を用いた厚さ計測用標準材料の供給を行い・オゾン酸化膜を用いた厚さ計測用標準材料の供給を行い、
200℃以下の酸化膜の低温作製については、8インチウエハ
対応の酸化炉を開発し、オゾン酸化により無加熱で、均一酸
化膜(10 nm以下±0.1 nm)を作製する技術を開発する。

図１ 厚さ標準物質 (CRM 5204-a）の供給

紫外光

【開発技術の用途】

・半導体やナノテクなどの先端産業における、極薄領域（10 nm
（= 10万分の1 mm）未満）の厚さ標準スケールとして供給を開
始した

オゾン

シリコン基板

始した。
・エリプソメータや二次イオン分析法などにおける、厚さ標準試

料として使われる。
・大型ディスプレイ用デバイスの酸化膜作製プロセスの低温化

が可能となる 0 200100 15050

厚さ [nm] ×2
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が可能となる。

図２ 大面積均一酸化膜を作製

0 200100 15050
[ mm ]



ファインセラミックス原料粉体の化学分析手法の工業標準化と化学分析用標準物質の開発
計測フロンティア研究部門

平成２１年度の主な研究成果

計測フロンティア研究部門

【研究成果の概要】
緻密な品質管理の下で製造されたわが国のファ

インセラミックス製品は 優れた品質の安定性・安

ジルコニアの主な用途

インセラミックス製品は、優れた品質の安定性・安
全性を誇っているが、それを数値として明示するに
は化学組成を明らかにする分析手法と分析精度を
保証するための標準物質が必要になる。生体材料
からセンサーまで幅広い用途を有するジルコニア 高精度なイットリア含量高精度なイットリア含量からセンサーまで幅広い用途を有するジルコニア
の特性を支配する副成分であるイットリアについて、
汎用性があり、なおかつ高精度な定量手法をJIS
規格素案にまとめた。併せて、アルミナ粉体標準物
質2種類を開発

高精度なイットリア含量
制御技術の優位性を
数値で示す必要

高精度なイットリア含量
制御技術の優位性を
数値で示す必要

質2種類を開発。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅴ-1-(2)-③ 材料プロセスの信頼性に関
わる評価技術の開発と標準化の推進

ピンポイントで制御できていること
を高精度な分析法で明示

わる評価技術の開発と標準化の推進
・ジルコニア（YSZおよびPSZ）原料微粉末中のイッ
トリア定量法についてJIS素案を作成する。・アルミ
ナ粉末候補標準物質について認証標準物質として
の認証を受けるの認証を受ける。

【開発技術の用途】

・ジルコニア中イットリアの定量法に関するISOおよ
びJIS規格の発行

分析手法のJIS (Rxxxx-x）の素案を作成
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びJIS規格の発行。
・ファインセラミックス原料粉体の品質の高さを明示
し、国際市場での競争力強化に貢献。

図 ジルコニア中イットリアの定量方法の工
業標準化



シリコンウエハ検査システムの高速化および検出限界の向上を実現

生産計測技術研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

生産計測技術研究センター

【研究成果の概要】
れ 破壊 検 難 あ•これまで非破壊では検出困難であったシリコンウエハ

内部の微小欠陥について、新開発の光計測基盤技術
（基本特許出願済）を適用した試作機によって、200mm
ウエハを1枚数分で検査できることを確認した。
短波長 ザ光源を た場合 欠陥 ズが さ•短波長レーザ光源を用いた場合、欠陥サイズが深さ

80nm程度までは検出できることを明らかにした（理論
計算および実測）。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-2-(3)-② 低消費電力システムデバイス技
術の開発
•製造現場で求められている高スループット（200 mmウ•製造現場で求められている高スル プット（200 mmウ
エハを1枚数分で検査）に対応できるよう、検査システ
ムの高速化を進める。さらに、レーザーの短波長化等
による検出限界の向上を行う。

【開発技術の用途】

•半導体集積回路製造プロセスにおけるウエハ・インラ
イン検査技術

図1 試作装置によるウエハ内部の微小欠陥検出の実証例
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高い圧電性を示す複合窒化物圧電体薄膜を作製 生産計測技術研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
•これまでほとんど研究されてこなかった複合窒化物
圧電体として 二元同時反応性スパッタリング法によ圧電体として、二元同時反応性スパッタリング法によ
り窒化アルミニウム（AlN）にスカンジウム（Sc）を固溶
させた複合窒化物薄膜を作製した。
•得られた複合窒化物薄膜の圧電定数d33が28pC/N
であり 窒化物では も高い値を示すとともに AlNであり、窒化物では も高い値を示すとともに、AlN
圧力センサの5倍以上の検出感度を有することを見
いだした。
•また、この複合窒化物薄膜が500℃まで加熱しても
結晶構造が変化しないことを確認した結晶構造が変化しないことを確認した。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅴ-1-(1)-③ 実環境下での圧力、振動の計
測技術の開発測技術の開発
•二元同時反応性スパッタリング法を用いて複合窒化
物圧電体薄膜の作製を行い、高耐熱圧力センサの
検出感度を2倍に向上させる。

【開発技術の用途】

•燃焼圧センサ
•高温用アコースティックエミッション(AE)センサ
•異常放電検知センサ
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•異常放電検知センサ



応力発光塗膜センサの発光データベースを構築し、橋梁で亀裂の形状と挙動の可視化に成功
生産計測技術研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

生産計測技術研究センター

【研究成果の概要】
•種々の応力条件、ひずみ、ひずみ速度、温度での応力発光
データを蓄積した結果、発光強度が広い範囲でひずみ速度

105
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時
の

M
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度

デ タを蓄積した結果、発光強度が広い範囲でひずみ速度
のべき乗に比例するが、5～30℃では発光強度の温度依存性
が小さいことを見いだした。
•これらの発光データにより、発光強度から構造物に発生する
ひずみを定量的に逆解析することが可能になった。 104

圧縮

せん断

M
P
aに

到
達

し
た

時

ひずみを定量的に逆解析することが可能になった。
•これらのデータを活用し、応力発光塗膜センサを用いた応力
異常検出システムを築50年の橋梁に適用した結果、リアルタ
イム発光画像から亀裂の形状や変形量分布を可視化できる
ことを実証した。

図1 一軸引張・
圧縮用試験片

10

ー
ゼ

ス
応

力
が

24
5
M

ことを実証した。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅴ-1-(1)-③ 実環境下での圧力、振動の計測技術
の開発
金属基板上に形成した応力発光塗膜センサの種々の条件

10 100 1000

ミ
ー

ミーゼス応力変化速度　(MPa/sec)

10000

図3 発光強度と応力種類との相関データベース例

•金属基板上に形成した応力発光塗膜センサの種々の条件
下における応答性についてデータベース化を行う。また、応力
異常検知システムに 適化な各種センサノードの性能評価、
および実装上の課題抽出を行う。さらに光利用システムにつ
いては 単 応力記録センサの開発を行う 1000

10000

y 
@

 1
,5

00
με

いては、単一応力記録センサの開発を行う。

【開発技術の用途】

•応力異常診断ツールの基礎データベース
•応力（ひずみ）およびその変化速度の定量逆解析

図2  引張・圧縮・
せん断用試験片
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図4 発光強度と環境温度との相関データベース例

応力（ひずみ）およびその変化速度の定量逆解析
•構造物の健全性評価、異常の監視、破壊予知 10 100 1000

100

strain rate (με/sec)


