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NIMSナノテクノロジープラットフォーム共用施設の概要
Facilities and equipment at NIMS Nanotechnology Platform

微細構造解析PF ~最先端ナノマテリアル計測共用拠点~
NIMS Microstructural Characterization Platform

特徴ある６台のTEMを中心に、最先端ナノ計測設備群と計測技術を提
供し、産学官の研究者・技術者の最先端計測解析ニーズに応える。

Advanced nanocharacterization facilities and techniques along with different
types of advanced TEMs are provided to meet the industrial and academic
needs for materials innovation.

実働環境対応TEMによるYBCO高温超電導体の結晶成長
その場観察（Univ. Bristol)
Crystal growth in situ observation of YBCO high TC
superconductor by actual environmental TEM （Univ. Bristol)
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事例：Case

冷却水を必要としないMEMSベース試料
加 熱 ホ ル ダ ー と 収 差 補 正 TEM （ JEM-
ARM200F）を用いることで、TEM内加熱に
よりYBCO高温超電導体の結晶成長を行
い、その場高分解能観察に成功

The success of in-situ high resolution
observation during the crystal growth of high-TC
YBCO superconductors by using MEMS-based
sample heaters and aberration-corrected TEM.
(R. Boston et al. Science 344 (2014) 623 )Major equipment

・Advanced Cs-corrected TEM
・Synchrotron Radiation Analysis

主要設備
・最先端電子顕微鏡群
・高輝度放射光解析・
評価装置群

・３種類の固体NMR
・極低温・強磁場STM
・走査型Heイオン顕微鏡
・TOF-SIMS

・Helium Ion Microscope 
・High Magnetic Field LT-UHV STM

微細加工PF ~一貫した研究支援を可能とする微細加工・評価・計測装置群~

高感度免疫センサ用くし型マイクロギャップ電極の作製（東京海洋大学）
Interdigitated array electrodes for high sensitive immunosensors
（TUMSAT)
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Nanofabrication Platform –Total Fabrication Support for Innovation–多種多様な材料に適応可能な微細加工装置群を完備
The facility has many fabrication tools to process various materials.

EB Lithography Maskless
Lithography

Imprint Lithography Mask Aligner

Sputter-Depo. System E-gun Evaporator ALD System ICP-
RIE

Si Deep Etcher FIB-SEM System FE-SEM Manual Prober Fig.1 Interdigitated array electrodes 
fabricated by using Au and Pt.

Fig.2 Schematic oxidation-
reduction models of the sensor.

微小な電極間隔のくし型電極を電気化学測定に用いると、酸化還
元反応が電極間で高効率に繰り返され、高感度センサとすること
ができる。作製した試料では、ヒト免疫グロブリンを検知するバイオ
センサの感度を10倍以上高めた。

( R. Ohno et al. Biosensors & Bioelctronics,
40(2013) 422)

The interdigitated array electrodes can be used as
a high sensitive sensor because oxidation-
reduction reaction is efficiently repeated between
each electrode. The fabricated sample detected a
human immunoglobulin by high sensitivity.

主要設備 Major equipment

事例：Case

分子・物質合成PF ~ナノ・材料・バイオの融合~

可視光励起により発光するがん細胞可視化ナノ粒子の創製（長岡技大)
Synthesis of Luminescent Nanoporous Silica Spheres for
Targeting to Cancer Cells (Nagaoka University of Technology)

可視光励起により発光するがん細胞可視化ナノ粒子の創製（長岡技大)
Synthesis of Luminescent Nanoporous Silica Spheres for
Targeting to Cancer Cells (Nagaoka University of Technology)

事例：Case
生体分子調整、細胞培養、バイオイメージング、有機・高分子材料創製、
機器分析エリアを提供。バイオとナノテクの融合研究を推進

図２ (a)光学顕微鏡写真 (b) がん細胞の橙色発光像

図１ Fig. 1 ｼﾗﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ剤(APTES)を介しての葉
酸分子(FA)の発光多孔質ｼﾘｶﾅﾉ粒子(EU:NPS)表
面への固定化とがん細胞への取り込み模式図

・生体親和性発光ナノ粒子の医
薬送達担体への応用

・生体毒性の低いユウロピウム(III)
(Eu3+)ドープﾅﾉ粒子発光による
がん細胞の可視化

・超早期がん診断・治療につなが
る低侵襲性可視化技術への期待

(M. Tagaya et al. Trans. GIGAKU e-joural
1(2012) 01014-1)

We have five functionary distinctive areas, bio-molecule preparation, bio-
imaging, cell culture, polymer synthesis, and instrumental analysis areas,
and the facility is suitable for interdisciplinary research.

The luminescent folic acid (FA)-functionalized
Europium (Eu) nanospheres specifically targeted
cancer cells and can be used for cancer cell
imaging.

Molecule & Material Synthesis PF ~biotech, nanotech, and materials science~

Facility and Instruments
・Cell culture room
・Confocal Laser Microscope
・Laser Micro-Dissection
・Nano Search Microscope
・LC-MS/MS
・NMR

ナノサーチ顕微鏡

生体分子調整エリア

共焦点ﾚｰｻﾞ顕微鏡

細胞培養エリア LC-MS/MS

600MHz NMRS

400MHz NMRS

主要設備
・細胞培養室
・共焦点レーザ

走査顕微鏡
・レーザマイクロ

ダイセクション
・ナノサーチ顕微鏡
・LC-MS/MS
・NMR

http://www.nims.go.jp/acnp/

http://www.nims.go.jp/nfp/

http://www.nims.go.jp/mmsp/

各PFの詳細につきましては、NIMSナノテクノロジープラットフォームのブースをお訪ねください。各PFの詳細につきましては、NIMSナノテクノロジープラットフォームのブースをお訪ねください。

ナノテクノロジープラットフォームは、文部科学省委託事業として、ナノテクノロジーに
関する最先端研究設備の共用体制を全国的に構築するもので、NIMSは以下のような
役割を担っています。
The objective of Platform is to establish a nationwide network providing advanced facilities for 
nanotechnology commissioned by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

・TOF-SIMS
・Solid-state NMR
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