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KEK

筑波大

物材機構

産総研

つくば市
人口 21.8万人、内研究者20,258人

(日本人1.5万人＋外国人0.5万人）
国等の研究・教育機関 ３２
民間研究所等 １４３
茨城県 「筑波研究学園都市」より

つくばにある個々の研究機関、研究所は世界トップレベル。
異分野の研究機関、研究者が多数集積したメリットを活かそう。
研究者の交わりから新しい発想、イノベーションへ。

半径9km弱



第２期TIA二つの柱
●「知の創造・強化」
●「橋渡し」

光・量子計測
人材育成
共用施設

ナノグリーン
CNT

ナノエレ
パワエレ
MEMS

四機関の連携を活かし、単独では実現困難なことを実現。



大型放射光施設
Photon Factory

光・量⼦計測の活動
光量⼦発⽣および計測技術の⾰新とその利⽤研究の⾼度化
● 研究現場、産業現場に設置できる⼩型・軽量・可搬な光量⼦ビーム源の開発
● ⾼感度、⾼精度、⾼分解能の検出器開発と⾰新的計測技術の構築
● 物質機能発現メカニズムの探究と新しい機能性材料の基礎開発
☆ 平成２６年度設⽴
TIA４機関が連携したテーマ集積＝２４件 平成２６年度研究資⾦獲得総計＝約９億円
新拠点活⽤PJ誕⽣：SIP-構造材料の未活⽤情報を取得する先端計測技術開発 (IMASM)
平成27年度 新規４件追加

● 構造材料
● 環境・エネルギー
● エレクトロニクス材料
● 基礎物性

● SOI技術
● 超電導検出器
● ⼤型構造イメージング

● SiC半導体を⽤いた⾼性能
加速器電源開発

● 超⼩型加速器開発

光量⼦発⽣技術スクエア
（光量⼦発⽣技術開発）

光量⼦センシングスクエア
（光量⼦計測技術開発）

光量⼦ナノ材料スクエア
（光量⼦ナノ材料構造解明）

光・量⼦計測 (TIA-ACCELERATE)

宇宙線ミュオンによるイメージング
技術の開発と応⽤

レーザーコンプトン⾼輝度Ｘ線源による⾼精細
診断・治療装置の基盤技術開発

ＳＩＰ⾰新的構造材料
「構造材料の未活⽤
情報を取得する先端
技術計測開発」
（FYH26〜)
TIA-nano4機関連携プロ
ジェクト

量⼦線⽤SOIセンサー開発

超伝導Ｘ線吸収微細構
造分析装置(SC-XAFS)
を⽤いた応⽤研究

静電型イオン蓄積リング
の応⽤研究
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①静電型貯蔵リングの応用研究 KEK,　AIST、筑波大 喜多・富田（筑波大)、大久保・高橋（AIST）

②ILCダンピングリング用パルス電源制御素子の開発 KEK、筑波大、AIST 内藤孝（KEK）、岩室（筑波大）

③レーザーコンプトン高輝度Ｘ線源開発 KEK, AIST,　他7機関 浦川（KEK）、黒田（AIST)

④SiC-MOSFETパッケージの開発 KEK、産総研 内藤富（KEK）

⑤ コンクリート内部を可視化する後方散乱Ｘ線装置の開発 AIST、名大 豊川（AIST)、萬代（ＢＥＡＭＸ）、瓜谷、渡辺(名大）

⑥超高耐圧素子を使ったクライストロン電源開発 KEK、産総研 明本(KEK)

⑦高温超伝導空洞のための基礎研究 KEK、産総研 福田（KEK）

⑧次世代陽子・炭素線ガン治療用加速器開発 KEK, 高山（KEK)

○【新規】コンパクトERLと医学応用 KEK 河田（KEK)

①革新的構造材料研究
航空機を構成する部材（耐熱合金、セラミックス材料、炭素系複合材料）の性能向上に資するため、４機関
の持つ先端計測技術を駆使し問題に対処する。

NIMS、AIST、筑波大、KEK 北澤（NIMS）、大久保（AIST)、
喜多・笹（筑波大）、木村（KEK）

②配位高分子型ナトリムイオン二次電池材料の開発と動作機構の解明
配位高分子材料に着目し、ナトリウムイオン二次電池材料を開発するとともに、放射光を駆使したその場計
測で動作原理を明らかにする。

筑波大、KEK 守友（筑波大）、熊井(KEK)

③層状酸化物系ナトリムイオン二次電池材料の開発と動作機構の解明
放射光を駆使したその場計測で層状酸化物系ナトリウムイオン二次電池材料の動作原理を明らかにするっ
とともに、俯瞰的描像を得る。

筑波大、KEK 守友（筑波大）、熊井(KEK)

④強相関物質へのイオンインターカレーションと物性制御
イオンインターカレーションを通じて強相関物質の物性を制御する。

筑波大、KEK 守友（筑波大）、熊井(KEK)

⑤有機系太陽電池のナノ構造の解明
軟X線顕微鏡を用いて、有機系太陽電池のナノ構造を解明する。さらに、ナノ構造とエネルギー変換効率の
相関を調べ、変換効率の決定要因を抽出する。

筑波大、ＮＩＭＳ、KEK 守友（筑波大）、安田（NIMS）小野（KEK）

⑥「人工光合成」（水を酸化し、二酸化炭素を還元する高効率触媒の開発）。 筑波大、KEK 大塩（筑波大）、熊井（KEK)、小島（筑波大）、佐山(AIST)、
古部（AIST)、足立（KEK）、NIMS

○【新規】半導体量子ドットのレーザー分光
半導体量子ドットおよび半導体中に希薄にドープした不純物発光中心を対象として、顕微分光、時間分解分
光などのレーザー分光法を用いてキャリアダイナミクス、コヒーレンス、スピン特性、光子相関などを明らかに
し、高性能な太陽電池や量子光源としての応用を目指す。

筑波大、NIMS 池沢道男（筑波大学）、佐久間芳樹（NIMS）

○【新規】超高圧物質科学：新奇高密度相の探索から材料応用へ
次世代材料のニーズに向けた物質・材料合成研究において、温度、組成の制御と共に最も基本的、かつ重
要なファクターである圧力場を利用することは極めて有用である。この高圧材料研究に放射光によるその場
観察技術を適用することで、新たな結晶構造とそれに付随する機能探索と共に、高圧下の反応過程(結晶
成長、焼結挙動、相転換機構)の直接観測が可能になる。NIMS、高エネ研、筑波大ではそれぞれこの視点
で超高圧物質科学研究を基礎、応用の観点から進めてきた。本テーマはこの３者が更に密接に連携し、高
圧下でのその場観察と高圧合成を組み合わせることにより、物質の新奇高密度相の探索から材料応用へ
の展開を目指す。

NIMS、KEK、筑波大 谷口　尚、今井基晴、遊佐　斉、中野智志、宮川　仁
（NIMS）
船守展正、亀卦川卓美、若林大佑（KEK）、松石清人、興野
純(筑波大)

①SOI技術による計測技術の革新
Silicon On Insulator技術を利用して、革新的放射線計測デバイスを開発する。

KEK、筑波大
東北大、理研、静岡大、
京都大、大阪大、金沢工
大

新井（KEK）

②微量軽元素のための超伝導検出器による蛍光収量XAFS AIST, KEK 大久保（AIST)

③宇宙線ミュオンによる非破壊検査 KEK、筑波大、首都大学東
京

高崎（KEK）

④ 宇宙誕生の電波観測技術を応用した革新的気象予報装置の開発 KEK、野村證券 田島（KEK)

⑤超伝導技術による計測技術の革新
STJ, MKID, TESなどの超伝導デヴァイスを応用した計測技術で、超高感度、超高分解能の放射線計測シス
テムを開発する。

KEK、筑波大、AIST、岡山
大、KEK、NAOJ、理研、
NIST,　LBNL

幅（KEK）

⑥革新的放射線計測の実用化 KEK、東電
KEK AIST

佐々木慎（KEK)

⑦小型量子線源と2次元検出器による可搬型透視イメージング装置の実現 KEK、北海道大、東北学院
大、日本福祉大、AIST

宇野（KEK)

⑧液体ヘリウムTPCと超伝導素子による暗黒物質探索装置の開発 岡山大、KEK, AIST 幅（KEK）

⑨Atom Probe イオンイメージング
超伝導ピクセルデバイスとSOIピクセルエレクトロニクスを組み合わせた超高感度イオンイメージングシステ
ムの開発を目指す。

AIST、KEK、NIMS 大久保（AIST）

⑩ 汎用放射線シミュレータGeant4の応用展開 KEK 佐々木節（KEK)

○【新規】イオンビーム・放射線計測
6MV静電イオン加速器を用いて発生させるイオンビームを対象物に照射すると、相互作用を通じて様々な物
理現象が誘起される。それらや精密ビーム解析により物質の元素分析、構造解析などの計測に応用する。
また放射線源から発生する陽電子線やγ線を用いた計測技術を用いて物性計測を行い、材料開発推進を
サポートする。

筑波大、AIST 喜多 英治（笹　公和）筑波大学数理物質系（研究基盤総合
センター応用加速器部門）、大久保雅隆（AIST、筑波大客
員教授）

参加(予定)機関名 担当

光量子ナノ材料
スクエア

光量子センシン
グスクエア

光量子発生
技術スクエア

スクエア名 テーマ名と概要

TIA‐ACCELERATE スクエアの紹介

平成２６年度のテーマ数
２４件

平成２７年度９月までに
新規４件追加

筑波大、物材機構を中心とするテーマ

拡大から
選抜、集中

融合へ

そして

資金獲得
新技術を科学・産業に



第1回 光･量子計測シンポジウム

開催日時：2015年9月9日（水）

開催場所：つくば国際会議場 中会議室
参加者の内訳

ポスター発表：21テーマ

基調講演･招待講演・一般講演



• 光・量子発生： SiC半導体の加速器への応用

• 光・量子ナノ材料： SIP 構造材料

• 光・量子検出： SOI技術を活用したセンサー
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連携研究活動の紹介



光・量子発生
SiC半導体の加速器への応用

加速器制御用電源に以下が求められている。

• 高電圧対応
• 大電流対応
• 高速応答化
• 低消費電力化
• 小型化
• 固体化

8



9

ダンピングリングは衝突確率を上げるための必須の装置
ILC ダンピングリングの特殊性 -> バンチ間隔を狭くする
＞ 狭いバンチ間隔での不安定現象 -> KEKBの研究でほぼ解決
＞ バンチ間隔を詰め直す特殊なバンチ操作 -> 高速キッカー（立ち上がり3ns、繰り返し3MHz）

＞＞ Drift Step Recovery Diode (DSRD) を使用して高速、高電圧を発生ー＞Si製は信頼性・入手性に問題

高信頼性の超高速•高電圧パルス電源
→SiC−DSRDの開発が必要

SiC半導体の加速器応用：ILCのためのキッカー電源開発（1）

Si SiC

耐圧（単体） 500V 10kV

電力ロス
（相対比）

1 < 1/5

100kV出力
の段数

> 200 10



技術開発項目 目標 達成手法

(1) SiC‐DSRDの設計及び解析

（筑波大学）

立ち上がり速度１０ナノ秒以下の

デバイスの設計

シミュレーション 技術の
開発

(2) SiC‐DSRDの製造技術の開発

及び試作

（産業技術総合研究所）

電圧１０kV以上を印加して、ス

イッチング時の立ち上がり速度

１０ナノ秒以下の開発と試作

製作技術の開発

(3) 超短•高電圧パルス電源の開

発

（パルスパワー技術研究所）

出力10kV(50Ω負荷),立ち上がり

時間10ナノ秒,繰り返し1kHz の超

短パルス電源回路の開発

回路製作技術の開発

(4) 超短•高電圧パルス電源の評

価、加速器の加速装置としての

評価

（高エネルギー加速器研究機構）

超短パルス電源回路100時間の

安定動作

超 短 パ ル ス 電 源 を 用 い て 、

10MV/m以上の加速電界を確認

測定装置を用いた測定

超高真空での印加試験

産学協同でのデバイス開発

SiC半導体の加速器応用：ILCのためのキッカー電源開発（２）



配置例
283 cm H
168 cm D
347 cm W

Oil-free
Easy access

• Classic Marx circuit（1923年 Erwin Marxによる発明）

•並列で充電
•直列で放電
•段数倍の電圧を出⼒

• Solid state Marx circuit（2000年 A. Krasnykh)

•回路構造が簡易
•各段独⽴に ON/OFFできる
•ユニット化が容易
•SiC半導体で素⼦数の削減

SiC半導体の加速器応用：Klystron電源（Marx型変調器）開発

Klystronの高圧電源をマルクス（Marx）回路で構成→高耐圧・高速の半導体素子必要

TPEC製SiC半導体（MOSFET＆SBD）で基本回路を試作予定



光・量子検出
SOI技術を活用したセンサー

従来の量子ビーム（X線等）の検出器は、検出器
部と信号処理・読み出し部を別に作り、接合して
おり、以下の強い要望がある。

• 位置分解能の向上
• エネルギー分解能の向上
• 信号読み出しの高速化
• ダイナミックレンジの拡大
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Silicon-On-Insulator (SOI) 量子イメージング検出器

半導体センサの優れた検出能力と、

集積回路の高機能を併せ持つ、

３次元構造の量子イメージング検出器。

2種類の

単結晶Si層を

活用した検出器！

1



SOI検出器による3D X‐ray CT@PF

• 使用センサ：INTPIX4 NFZ (5JA‐FZ‐1407)裏面照射

• HV：200V、積分時間：1ms、ScanTime：320ns/pix
• Calibration：500frame、Event：1000frame X線エネ
ルギー：9.5keV

(by R. Nishimura, K. Hirano)

試料： 煮干し
画素サイズ： 17mm
読み出し： ~90 frames/sec



SOI Photon-Imaging Array Sensor (SOPHIAS) 
Dual Sensor Camera for SACLA X‐ray Free Electron 
Laser

60 mm

受光面積：~ 3㎝ x 6cm x 2 chips
画素サイズ： 30 m
検出強度： 200e‐ ~ 78 Me‐



SIP革新的構造材料 先端計測拠点

航空機等で使用される構造材料の革新に必要とされるが、未だに活用されてい

ない情報を取得するために、TIA‐nano中核4機関の先端計測分析技術を集約。

KEK

研究責任者：大久保 雅隆(AIST)

主たる共同研究者：喜多英治(筑波大), 北澤英明(NIMS), 木村正雄(KEK)



２つの未活用情報取得にチャレンジ

構造材料の劣化発生前の前駆状態の検知、構成元素の結合力を決めてい
る化学結合状態（電子状態）、格子欠陥といった未活用情報を取得可能

→ 構造材料のパフォーマンスや寿命予測に貢献

金属-樹脂構造材料における、顕在化している未活用情報（計測ボトルネッ
ク）として４つの情報の取得に先端計測で対応

１．応力と亀裂

２．微量軽元素と添加元素

３．異相界面と機材組織

４．空孔欠陥

1. 顕在化している未活用情報

制御するために何を測定すればよいか分からない

→ TIAの先端計測、計測機器共用事業を活用した多面的総合解析

→ 課題解決にチャレンジ

国内外における構造材料開発の大学病院（先端計測ハブ拠点）として機能

2. 顕在化していない未活用情報



超伝導検出器を用いた耐熱鋼中の微量軽元素のXAFS測定
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クリープ寿命

最小クリープ速度
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クリープ寿命

最小クリープ速度

F. Abe (NIMS)

発電所用の耐熱鋼

Superconducting detector

ΔE=6.3 eV
(1/10 of Si detector)

構造材料中の微量NのXAFS測定に成功
ナノ析出物や母材中の微量軽元素の状態解析
耐熱温度向上、クリープ寿命延長に貢献

N 、 Bの役割が未解明.

M. Ohkubo et al. (AIST)



参加登録 (https://unit.aist.go.jp/neri/ja/event/index.html)



ご静聴有り難うございました。
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