
６）標準・計測分野
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社会生活と産業技術を支える標準の開発・維持・供給 計量標準総合センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

80

120
【概要】

我が国経済活動の国際市場での円滑な発展を担保するため、計
量標準及び法定計量に関する一貫した施策を策定し、計量の標準 物理標準

'05 '06 '07

0

40

80
の設定、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連
する業務、並びに計量に関する教習を行う。その際、メートル条約
及び国際法定計量機関を設立する条約のもと、計量標準と法定計
量に関する国際活動において我が国を代表する職務を果たす。

物理標準

標準物質

05 06 '07 '08 '09

【標準の開発・供給】
• 第2期中期目標期間では、101の物理標準並びに82の標準物
質を開発 供給開始 （第2期中期計画の中項目：【別表3】1

第２期計量標準供給開始数累計

【計量に関わる人材育成】

質を開発・供給開始。（第2期中期計画の中項目：【別表3】1-
(1) 国家計量標準の開発・維持・供給）

計量研修センター

3 840人

2000

3000

4000

【計量に関わる人材育成】
• 計量行政機関等の職員の教育・啓蒙
• 計量士の育成（一般計量士、環境計量

士）
• 試験所認定審査員の育成

3,840人

0

1000

2000
試験所認定審査員の育成

• 途上国の計量公務員の教育
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第２期計量教習・講習受講者数（累積）



新しい長さの国家標準の開発－光コム装置 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

産総研が開発した光周波数コム装置が、日本の「長さ」の計
測器 頂点に位置する国家標準（特定標準器）に指定された測器の頂点に位置する国家標準（特定標準器）に指定された
（2009年7月16日）。その結果、長さの国家標準として発生する
「波長（真空中）」が従来に比べ300倍高精度化された。また、
従来の波長（633 nm）に加えて、光周波数コム装置では、これ
ま 難しか た光通信帯 波長（ ）など 波長にも適用まで難しかった光通信帯の波長（1.5 ・m）などの波長にも適用
が可能となった。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表3】3-(1)-① 光周波数領域における時間周波数
標準の開発

・チタンサファイアレーザーなどの固体レーザーを用いた光周
波数コム装置をさらに発展させ 「モ ド同期フ イバレ ザ」

図１ 新たな国家標準「光周波数コム装置」

波数コム装置をさらに発展させ、「モード同期ファイバレーザ」
を利用した光周波数コム「ファイバコム」を採用した装置を開発
した。

途【開発技術の用途】

・光通信帯波長への対応により、高速光通信技術への波及効
果が期待される。
・さらなる短波長や長波長の校正も可能になり、半導体のピッ
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チ長の測定精度の向上や、テラヘルツの精密計測が可能とな
るなど、産業界に寄与できる。 図２ トレーサビリティ体系図



特定計量器の評価のための大容量ロードセル試験装置の開発 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
国際勧告であるOIML R60に対応したモジュール評価の研究に

必要な大型ロードセル試験装置を開発した。本装置は、定格荷重
2 5トンから20トンのロードセルの規格証明書を発行できる要件を

②
②

2.5トンから20トンのロードセルの規格証明書を発行できる要件を
満たした実荷重式試験装置であり、試験の自動化、分銅の精密な
質量調整（5ppm以内）や恒温恒湿槽の装備により、定格荷重20ト
ンクラスにおいて世界トップレベルの高精度を実現した。精度
1/6000の高分解能ロードセルの評価試験性能を誇る m

①

①

1/6000の高分解能ロードセルの評価試験性能を誇る。

【第２期中期計画の内容】

中項目：【別表3】2-(2) 適合性評価技術の開発

・ 計量器内蔵ソフトウェア、計量器要素モジュール及び新たな計

9.
5 

③ ③計量器内蔵ソ トウ ア、計量器要素 ジ ル及び新たな計

量器の適合性評価技術確立などの研究開発を行い、技術基準を

作成する。

【開発技術の用途】

③ ③

・規格証明書（OIML適合証）取得により、計量器の付加価値、信
頼性、安全性が向上し、大型はかりの正確性及び信頼性向上に
貢献
・消費者が、正確な計量値に基づく商取引が可能となることから、

恒温恒湿槽
（ロードセル設置

部）

20 t 連錘分銅
組み合わせ：
500 k × 6個

① ③

国民の財産、健康、安全、環境等の保全に寄与
・国際規格（OIML勧告）化による国際競争力の強化（産業界の技
術力、競争力の向上へつながる）
・ワンストップテスティングを実施し、国際市場への参入が容易に

部）
温度：-10 ～40℃
湿度：～85%RH

500 kg   × 6個
1000 kg × 5個
2000 kg × 6個

材質：SUS304
構造：インナ ロック式

予備負荷・クリープ試験
括荷

②
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なる
・規格適合性の発信により、国際社会において主導的立場が確
保

構造：インナーロック式一括荷重用モーター



発電用原子炉の流量計測高度化に関する研究 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

Overflow Head Tank

Pressure Tank

Header

Electromagnetic
Flowmeters

Ultrasonic
Flowmeters

Circulation
Pumps

【研究成果の概要】

・拡張不確かさ0.08 %、 大流量12,000 m3/hの大流量標準を

開発し、標準供給を開始した。

Reservoir
Tank

Test Section

Reference Flowmeters (WS)

Prover

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表3】3-(2)-② 水の大流量標準の開発と供給

50t Weighing Tank

Feed Pumps

Feedback Line

Circulation line

・原子力発電の安全性確保に必要な計測標準技術として、不

確かさ1% 以下で12,000 m3/h 以上の大流量標準の開発を行う。

【開発技術の用途】 50t weighing tank feed line【開発技術の用途】

・発電用原子炉を安全に運転するために も重要な計測器の

ひとつである給水流量計に対して、世界で初めて国家標準へ

のトレーサビリティを確保することが可能になった。

図１ 本研究により開発した大流量標準 (全長200m）

のトレ サビリティを確保することが可能になった。

・給水流量の計測の不確かさを低減することにより、近い将来、

安全性を犠牲にすることなく発電用原子炉の出力を1%程度増

加させることが期待できる。加させる とが期待できる。

・出力増加の結果、我が国で年間約250万トンのCO2排出量削

減が達成される見通し。

・さらに、本設備は本来の目的である原発用給水流量計の校
図２ 原子力発電所に設置された給水流量計
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正・試験の他、原発、火力発電等に使用される流量計の校正

に継続的に利用される。

図２ 原子力発電所に設置された給水流量計。
水温210℃、圧力7MPa（70気圧）という過酷な
条件で使用される。



分散型熱物性データベースの開発－産業技術の知的基盤整備 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
産総研内外の研究者と連携し、単体金属、薄膜、高温融体を中

心に2,026種類の物質・材料種について3,462件の熱物性データを心に2,026種類の物質 材料種について3,462件の熱物性デ タを
新規に収録し、これまでに約3,600物質・材料種、約10,000件の熱
物性データを整備した。熱物性データの不確かさと信頼性の評価
のために、測定の不確かさとともに、材料の不均質性の定量的記
述が必要であるとの知見に基づき、具体的表現方法のガイドライ述が必要であるとの知見に基づき、具体的表現方法のガイドライ
ンを示した。操作性の良い閲覧システムを開発し、データベースへ
の容易なアクセスを実現した。年間アクセス数はH21年度に100万
件に到達した。

図１ Web版閲覧システム

100.0 
100

120【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅴ-2-(1)-① 物質のスペクトル特性及び物性等のデータ
ベースの構築
固体や流体 熱物性デ タベ に関し 新たに 種類以

図１ Web版閲覧システム

第2期中期

42 140

60

80

セ
ス

数
, 万

件

・固体や流体の熱物性データベースに関して、新たに1,000種類以
上の物質・材料について3,000件以上のデータを収録するととも
に、データの不確かさと信頼性を評価するためのガイドラインを整
備する。
製造業にお 求められる熱設計のためのシミ シ 技術

15倍

6.5 9.4 
11.0 

15.5 

42.1 

0

20

H16 H17 H18 H19 H20 H21
ア

ク
セ

年度

・製造業において求められる熱設計のためのシミュレーション技術
の定量性と信頼性の向上に寄与するために、標準データを含む広
範な熱物性データをWeb等を介して提供する。

【開発技術の用途】

72

年度【開発技術の用途】

・熱設計/熱マネジメントの定量性と信頼性の向上
・製品設計における 適材料選択手法の高信頼化

図２ 年間アクセス数の推移



次世代光源市場のためのLED測光標準開発 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

・LEDメーカがLEDの測光量を校正する際に必要となる堅牢性と扱

いやすさを備えた適切な標準器をLEDメーカと共同で開発した(図

1)。開発した標準器（標準LED）は標準器専用に設計開発した)。開発した標準器（標準 ）は標準器専用に設計開発した

LED、及び、独自の温度制御機能の採用により、堅牢性と扱いや

すさを損なうこと無く、高い信頼性を実現している。標準器専用に

LEDを設計・開発した例は世界初である。

・LEDの測光量評価用の校正装置を独自開発した 当該装置は・LEDの測光量評価用の校正装置を独自開発した。当該装置は、

測光量及びその不確かさの精密な評価ができるよう 適設計さ

れており、これを用いてLED測光量校正技術を確立し、標準供給

を開始した(図2)。加えて確立したLED測光量校正技術を用いて

APMP(アジア太平洋計量計画)国際比較に参加した

図1. 光度用標準LED

APMP(アジア太平洋計量計画)国際比較に参加した。

・国内のLED測光量の校正サービスの拡充を目指し、開発した

LED測光量校正装置および校正技術を公設試験機関に移転し

た。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表3】1-(1)-⑩ 測光放射レーザ分野

・測光放射レーザ分野では新たに10種類の標準を開発し、供給を

開始する。省エネ光源として期待されるLEDについては、LEDの光開始する。省 ネ光源として期待される に ては、 の光

度および全光束の測光標準を開発するとともに、当該標準量に対

応する国際比較に参加する。

【開発技術の用途】
・LED測光標準開発や産業界への標準LEDの提供および技術移
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・LED測光標準開発や産業界への標準LEDの提供および技術移

転による校正サービスの拡充を通して、日本製LEDの信頼性向上

に貢献し、市場の拡大や国際競争力確保に貢献した。 図2. LED測光量校正装置



マンモグラフィＸ線診断用線量標準の開発 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
マンモグラフィＸ線診断は、通常の一般撮影のＸ線診断と異

なり、低エネルギーのＸ線を利用する。このため、吸収線量の
←マンモグラフィ

↓タングステン管球
のX線照射装置

評価が極めて難しく、高精度の標準が求められている。そこで、
新たにマンモグラフィＸ線診断装置と同じＸ線を発生する装置
を開発し、マンモグラフィＸ線の線量標準を開発した。マンモグ
ラフィ用のガラスバッジの特性を評価し、マンモグラフィ診断装 ←自由空気電離箱

←マンモグラフィ
（モリブデン管球）
のX線照射装置

置の線量測定にトレーサビリティを導入した。

【第２期中期計画の内容】

小項目 【別表3】1 (1) ⑪ 放射線計測分野

自由 離箱

マンモグラフィＸ線の国家標準器小項目：【別表3】1-(1)-⑪ 放射線計測分野

・放射線計測分野では新たに4種類の標準を開発し、供給を開

始する。すでに供給を開始している17種類の計量標準のうち6

種類の標準について供給範囲の拡張 不確かさの低減等を行

マンモグラフィ用
電離箱 一次標準器

マンモグラフィ用
ガラスバッジ

マンモグラフィＸ線の国家標準器

種類の標準について供給範囲の拡張、不確かさの低減等を行

う。また供給体系の見直しを適宜行い、計量標準の適切な維

持・管理と供給を実施する。

【開発技術の用途】

・マンモグラフィＸ線診断装置の線量評価のトレーサビリティを
確立
・マンモグラフィＸ線診断装置の品質管理・品質保証・安全性を
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・マンモグラフィＸ線診断装置の品質管理・品質保証・安全性を
向上 マンモグラフィＸ線計測器

（電離箱・ガラスバッジ）の特性計測



プラスチック標準物質および鉛フリーはんだチップ標準物質
RoHS指令等の環境規制に関連する標準物質の開発 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

－RoHS指令等の環境規制に関連する標準物質の開発－ 計測標準研究部門

【研究成果の概要】
電気・電子製品に関するEUの規制、RoHS指令に対応して、重金属あるいは臭素

系難燃剤の濃度が認証されたプラスチ ク標準物質を開発した 次いで プラスチ系難燃剤の濃度が認証されたプラスチック標準物質を開発した。次いで、プラスチッ
クの次に需要の高い金属系の内でも汎用されているはんだについて、鉛濃度が認
証された鉛フリーはんだ標準物質を開発した。これらは製造現場や分析現場におけ
るRoHS指令対応の分析精度管理や分析機器の妥当性確認に利用される。これま
でに、関連標準物質として、重金属分析用プラスチック11種類、臭素系難燃剤分析

ABSﾍﾟﾚｯﾄ ABSﾃﾞｨｽｸ

用プラスチック3種類、鉛フリーはんだ2種類の標準物質の開発を行っている。11カ国
以上の外国へも頒布されている。

【第２期中期計画の内容】

小項目 【別表 】 ( ) ⑫ 無機化学分野

図１ 重金属分析用ABS樹脂認証標準物質

小項目：【別表3】1-(1)-⑫ 無機化学分野
・無機化学分野では新たに29種類の標準を開発し、供給を開始する。すでに供給を
開始している56種類の計量標準のうち38種類の標準について供給範囲の拡張、不
確かさの低減等を行う。また供給体系の見直しを適宜行い、計量標準の適切な維
持・管理と供給を実施する。

PSﾃﾞｨｽｸ
実

小項目：【別表3】1-(1)-⑬ 有機化学、バイオ・メディカル分野
・有機化学、バイオ・メディカル分野では新たに29種類の標準を開発し供給を開始す
る。すでに供給を開始している112種類の計量標準のうち40種類の標準について供
給範囲の拡張、不確かさの低減等を行う。また供給体系の見直しを適宜行い、計量
標準の適切な維持・管理と供給を実施する

図２ 臭素系難燃剤分析用PS樹脂認証標準物質

標準の適切な維持・管理と供給を実施する。

【開発技術の用途】
・電気・電子製品の製造の現場での標準としての利用
・関連材料についての試験分析機関での標準としての利用
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・二次標準物質の製造のための利用
・日中韓やCCQMの国際比較やIEC 規格関連の比較の比較試料としての利用

図３ 鉛フリーはんだ認証標準物質の荷姿



残留農薬・重金属分析用米標準物質

医 食の安全にかかわる標準物質の開発 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

－医・食の安全にかかわる標準物質の開発－ 計測標準研究部門

【研究成果の概要】

・我が国の主食である米の安全性確保のために、残留農薬

やカドミウム等重金属の分析精度管理のための米標準物

質４種を開発。

・他にも食品や医療の安全に係わる標準物質として、汚染

物質分析用魚肉・海藻９種類 高純度農薬３種類 ひ素物質分析用魚肉・海藻９種類、高純度農薬３種類、ひ素

化合物水溶液3種類、高純度アミノ酸４種類、臨床化学

分析用６種類を開発。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表3】1-(1)-⑫ 無機化学分野

・新たに29種類の標準を開発し供給を開始する。

小項目：【別表3】1-(1)-⑬ 有機化学、バイオ・メディカル分野

・新たに29種類の標準を開発し供給を開始する。

【開発技術の用途】

図１ 開発した米標準物質

【開発技術の用途】

・米中の残留農薬や重金属の分析値の信頼性が向上し、正

確なリスク管理が可能に。

・食品分析の国際基準であるコーディックスガイドライン
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（GL27）に則った分析精度管理が可能となり、食品の円

滑な流通・輸出入に貢献。



温室効果ガス分析用標準ガス－半導体産業関連標準物質の開発－ 計測標準研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

半導体・液晶製造工程時に排出される、温暖化係
数が極めて高い温室効果ガスの除外効率測定を正
確おこなうための混合ガス標準物質3種類を開発し

排出量の計算式

使用量×排出係数×（1−除外効率）

除外効率を実測しない場合は
90％と報告確おこなうための混合ガス標準物質3種類を開発し

た。半導体材料の構造を正確に制御しプロセスを管
理するための標準物質として、GaAs/AlAs超格子標
準物質、ヒ素イオン注入ケイ素標準物質の開発を
行った。

Ref.) ガスレビュー(2006年12月1日号) 標準ガスで校正した
装置による除外効率

90％と報告

行った。

【第２期中期計画の内容】

小項目：【別表3】1-(1)-⑬ 有機化学、バイオ・メディ

カル分野 図１ 半導体業界における温室効果ガス排出削減自主目標

装置による除外効率
実測値は約99% !!

カル分野

・有機化学、バイオ・メディカル分野では新たに29種

類の標準を開発し供給を開始する。

小項目：【別表3】1-(1)-⑭ 先端材料分野

先端材料分野では新たに7種類の標準を開発し供

図１ 半導体業界における温室効果ガス排出削減自主目標
および温室効果ガス除害量測定用標準ガス(SF6, CF4, C2F6)

化合物半導体系 シリコン半導体系

放射化分析およびICP MS・先端材料分野では新たに7種類の標準を開発し供

給を開始する。

【開発技術の用途】

半導体 場 排出量測定装置 開発および校

放射化分析およびICP-MS
↓

SIトレーサブルなイオン注入量

・半導体工場用排出量測定装置の開発および校正
→排出量削減による国内半導体生産量枠の確保

・イオンスパッタリングによる深さ方向分析および
X線反射率測定における分析精度管理

表面分析 信頼性向上
極淺注入シリコンに対応
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・表面分析の信頼性向上
→半導体製造装置管理精度向上

製造ライン立ち上げのスピードアップ

図２ 半導体デバイス開発および品質管理用標準物質
(GaAs/AlAs超格子およびヒ素イオン注入ケイ素)

極淺注入シリ 対



映像化超音波探傷技術 計測フロンティア研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
レーザー励起超音波の発振点を走査する方法で超音波伝搬

を可視化する原理を見出し 本原理を利用して 実構造部材を

圧電センサ,光ファイバセンサ

を可視化する原理を見出し、本原理を利用して、実構造部材を
伝わる超音波をその場で動画映像として観察しながら探傷で
きる新検査技術を開発。非接触レーザー走査なので、どのよう
な複雑形状物体でも迅速・効率的に検査できるという特長を有
する 本探傷法で 受信センサから4mまでの距離にある1mm 軸 走査

熱歪超音波
する。本探傷法で、受信センサから4mまでの距離にある1mm
サイズの裏面傷エコーを映像化できることを確認（板厚5mmの
アルミ板） 。

【第２期中期計画の内容】

①

小型パルス
レーザー

２軸ミラー走査

PC制御

小項目：Ⅴ-1-(2)-① 構造物の損傷診断技術の開発と標準化

の推進

・プラントでのパイプ等の損傷の診断を可能にするために、光

イバセンサ等を用いて 100 までの高周波歪とき裂を

大振幅画像 伝搬映像

内面傷位置ファイバセンサ等を用いて、100MHzまでの高周波歪とき裂を

同時に1mm以下の分解能で50㎡に及ぶ広域を監視する計測

技術を開発するとともにその標準化に貢献する。

【開発技術の用途】

①動画で視る分かり易い検査法
（傷の見逃し、誤認の低減）

内面傷位置

特長

【開発技術の用途】

・工業プラント配管や航空宇宙機器の効率的非破壊検査。
・産総研認定ベンチャーを立ち上げ、機械構造部材用レー

ザー超音波可視化検査装置を製品化。
・「励起用レーザ走査による超音波伝搬の映像化方法」を

（傷の見逃し、誤認の低減）
②どのような複雑形状でも映像化
③広範・迅速検査
④狭あい部、段差部、高温部など

難検査部位にも適用可能
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・「励起用レーザ走査による超音波伝搬の映像化方法」を
JISCに標準仕様書（TS）として提案。

レーザー利用の映像化超音波探傷システム技術

難検査部位にも適用可能



高感度過渡吸収分光による薬物検出 計測フロンティア研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
有機デバイスのキャリア寿命およびキャリア分布イメージン
グのための過渡吸収分光3次元イメージング装置を開発した。
装置小型化のため、小型光源でデスクトップ装置を開発した。
加えて、本手法が、麻薬物質の検知技術として将来的に適
用可能であることを分光スペクトル測定から実証した。

【第２期中期計画の内容】
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

開発 たデ ク プ型 渡吸収顕微・半導体デバイスの深さ10nm以内に存在する不純物を1011個
/cm2レベルで分析できる技術を開発する。

・本研究は、この目的のため開発した過渡吸収顕微鏡技術の
応用である。

図１ 開発したデスクトップ型過渡吸収顕微
鏡装置

【開発技術の用途】

・空港や郵便局での新しい薬物検知装置として応用が期待さ
れる。

・稼動中の薬物検知技術（質量分析やX線画像）や開発中の技
術（テラヘルツ分光イメージング）と相補的な新しい技術とな
る。
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図２ 違法薬物の過渡吸収スペクトル



超伝導計測技術の質量分析への応用 計測フロンティア研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

質量分析では、質量/電荷数(m/z)に応じてイオンを分離分析する。このため、同じm/zの異なる分子は原理的に

分離できなかった。価数弁別能力をもつ超伝導分子検出器を開発し、この原理的限界を克服することに成功した。

m/z分析ではない真の質量分析(m分析）を実現した。この性能を、2つの原子で構成される二原子分子から抗体と

いった巨大な分子の分析に応用し、今まで不可能であったN+とN2
2+の分離、抗体医薬品として注目されている免疫

グ ブリ 試料中 グメ ト 検出に成功したグロブリン試料中のフラグメントの検出に成功した。

【第２期中期計画の内容】

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

・数10 Daの原子から1 MDaを越えるタンパク質

のような巨大分子まで、広い質量範囲に対応可

能な飛行時間型質量分析を実現する能な飛行時間型質量分析を実現する。

【開発技術の用途】

・プラズマプロセスの分析
・抗体医薬品中のフラグメント分析
・アミロイドーシス関連の生体分子
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図１．超伝導分子検出器を搭載したイオン価数弁別質量分析装置



非破壊検査用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

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

プラント配管などの構造物のその場でのX線非破壊検査を容

X線

カーボンナノ
構造体
電子源

電子
タ

易にするため、カーボンナノ構造体を電子源として用い、ヒー

ターやフィラメントを不要にすることによって、単三乾電池でも

100 keV以上の高エネルギーＸ線を発生できる可搬型Ｘ線源を

開発した

低電力用
ターゲット

電子
ヒーター不要

開発した。

【第２期中期計画の内容】

小項目 Ⅴ 1 (2) ① 構造物の損傷診断技術の開発と標準化

高電力用

どちらも100キロ電子ボルト以上
のX線の発生が可能

小項目：Ⅴ-1-(2)-① 構造物の損傷診断技術の開発と標準化

の推進

プラントでのパイプ等の損傷の診断を可能にするために、可搬

型のX線源を用いて1mm以下の分解能で広域を監視する計測

図１ カーボンナノ構造体の電子源を用いたX線源

0.3 mm程度の
傷を認識可能型のX線源を用いて1mm以下の分解能で広域を監視する計測

技術を開発した。

【開発技術の用途】

傷を認識可能

【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。

・災害現場でのレントゲン検査。
配管直径
約50mm
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図２ 開発したX線源で撮った電極付碍子の透過X線像



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 生産計測技術研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

超LSI製造プロセスにおいて、多層化に必須のCMP（化学的機械的

研磨）処理直後に生じるシリコンウェハ内部の微小欠陥（図１）は、検

出困難のため、デバイス品質、生産効率低下の要因となっている。

本研究では、これらの微小欠陥を表面異物や金属配線と区別して非

破壊で検出できる新規計測技術の確立（図２）に取り組み、装置試

作及びシステム開発を行 た これまでに生産現場で使用可能なス作及びシステム開発を行った。これまでに生産現場で使用可能なス

ループット（数分/枚）を実現し、理論計算からクラック深さが80nm程

度までは検出できることを明らかにした。

図１ 金属配線付きウエハ表層のマイクロ
クラックの例(エッチング処理後)

【第２期中期計画の内容】

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

・低消費電力性と高速性を両立した集積回路の実現を目指して、新

規不揮発性デバイスの開発と併せて、これら低消費電力デバイスを

システム応用するのに不可欠な集積化技術に取り組み、材料技術、

集積プロセス技術、計測解析技術及び設計技術並びにアーキテクチ

ャ技術等を総合的に開発するャ技術等を総合的に開発する。

【開発技術の用途】

・シリコンウエハ微小欠陥検出装置の実用化
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シリコンウ ハ微小欠陥検出装置の実用化

・CMP技術、CMP装置及び関連材料の高度化支援 図２ 本開発のウエハマイクロクラック検出
技術



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

生産計測技術研究センタ

第２期中期目標期間の主な研究成果

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 a b
データを蓄積し、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。また、応力発光体を用
いた遠隔応力計測システムを開発した。さらに、これらのシス
テムとデータを活用し、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。 c

【第２期中期計画の内容】
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
・材料の高精度劣化モニタリングなどへの応用を目指して 応

d

材料の高精度劣化モニタリングなどへの応用を目指して、応
力発光体を用いた遠隔応力計測システムを開発する。

【開発技術の用途】

・構造物の健全性評価、異常の監視、破壊予知
・配管減肉の検出、近接施工の影響の診断、建物の劣化監視
・亀裂モニター･亀裂の危険性評価
・応力異常診断ツールの基礎データベース

図 a:建設後50年が経過した供用中の橋桁に、応力発光体
を塗布してモニタリングしている様子 b:モニタリング時の様
子 c:塗布部を撮影した応力発光画像。大型車両通過時に
は欠陥箇所に応力がかかり、その部分の発光強度が上が
る d:開発したシステムで解析したひずみ量
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・応力（ひずみ）およびその変化速度の定量逆解析
・各種基礎現象の解明
・画像から面情報診断への適用

る d:開発したシステムで解析したひずみ量



実環境下での圧力、振動の計測技術の開発 生産計測技術研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
1) 圧力センサに関しては、 大600℃までの動作と300MPa以上

の計測が可能な窒化アルミニウム（AlN）圧電体薄膜センサ素
子の開発に成功した さらに AlN薄膜スカンジウム（S ）を固子の開発に成功した。さらに、AlN薄膜スカンジウム（Sc）を固
溶させることで、圧電性を5倍以上高めることに成功した。

2) 振動センサに関しては、大気中800℃で600時間以上、200℃で
1000時間以上の耐久性を有し、920℃で0Hz～数MHzの広帯域
振動計測が可能なAlN圧電体薄膜センサを開発した このセン振動計測が可能なAlN圧電体薄膜センサを開発した。このセン
サを用いることで、プラント配管の腐食割れの検出やプラズマ
の異常放電を検知可能なことを確認した。

【第２期中期計画の内容】
図1 4サイクルエンジンを用いた燃焼圧計測の実験

【第２期中期計画の内容】

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
・発電用ガスタービンの状態診断等への応用を目指して、ピーク時

800℃、常用500℃以上の高温、25MPa以上の高圧下で0Hz～

燃焼 測 実験

数MHzの広帯域圧力変動を実環境下で計測する高耐熱性の
圧力、振動薄膜センサデバイスを開発する。

【開発技術の用途】

ステンレス管 電気炉ステンレス管 電気炉

・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

アンプアンプ
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図2 腐食割れによって発生する高周波振動計測の実験

アンプ モニターシステムアンプ モニターシステム


