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成果報告３

第一部
TIA-nanoの成果と科学技術イノベーションにおけるその意義

－総合科学技術・イノベーション会議、FIRST、そしてTIA-nano－

第5回 TIA-nano公開シンポジウム平成26年９月３日（水）

小出 康夫
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● 文部科学省「低炭素研究ネットワーク」事業に参画
● 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業に参画
● 文部科学省「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業」に参画

産業技術総合研究所
スーパークリーンルーム（ＳＣＲ）
先端ナノ計測施設●
超電導アナログ-デジタル計測デバイス開発拠点
電子顕微鏡施設
MEMSファウンダリ
高分解能NMR施設
脳機能計測評価施設
ナノプロセシング施設●
機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点●

物質・材料研究機構

低炭素化材料設計・創成ハブ拠点●
ナノテクノロジープラットフォーム●
（微細構造解析／微細加工／分子・物質合成）

筑波大学

ナノサイエンスプロジェクト共用装置
ナノ・バイオ融合教育研究システム●
マルチタンデム加速器施設●

高エネルギー加速器研究機構

放射光科学研究施設
（フォトンファクトリー；PF）●
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約300台の先端装置
を共用化！



何処にどんな装置
があるの？

こんな装置を使い
たいんだけど、
どこにあるの？

こんなことしたい
んだけど、
どんな装置を使え
ばいいの？
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H25年9月運用開始(つくば国際戦略総合特
区)

http://oft.tsukuba-sogotokku.jp/

約300台の先端装置
を見える化！
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• 300台を目的別に分類
• ユーザフレンドリーに！
• 60,000アクセス/年



総合的RI実験施設の共用促進
■12ＭＶペレトロンタンデム加速器（被災）
■①6 MVタンデム加速器 (H26年度稼働）
国内最大級の加速電圧12MVを有する静電加速器で水素から金まで、
多種類のイオンを広いエネルギー範囲で提供可能。

■②1MVタンデトロン加速器
最大電圧１ＭＶ(100万ボルト)の小型タンデム静電加速器。イオンビー
ムによる物質分析(RBS, PIXE, ERDA)、イオン注入が可能。

■③高分解イオン散乱装置
最大電圧１ＭＶ(100万ボルト)の高分解能イオン散乱専用

■先端RI実験装置 ･ 密封放射線源
- 陽電子消滅実験装置(PAS)
- 57Feメスバウワー分光分析装置

②1MVタンデトロン加速器

マルチタンデム加速器施設

陽電子消滅実験装置(PAS)

57Feメスバウワー分光分析装置

①6 MVタンデム加速器(H26年度稼働）

③高分解能イオン散乱装置
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総合的RI実験施設の共用促進 利用手法（リソース）

加速器利用
■加速器質量分析 AMS 6MV

加速器自体を質量分析装置として利用：高感度 10-15バックグランド

■陽子線弾性散乱同時計測水素分析 ERCS 6MV
H+イオンを照射し散乱陽子と反跳陽子を計測

■粒子線励起Ｘ線分析 PIXE 1MV タンデトロン
イオンビームを照射、励起特性X線を検出(Na-U 感度ppm 液体・気体可)

■重イオン照射加工 6MV
高速イオンによる物質中の損傷飛程をエッチング加工

■イオンビームによる物質分析 RBS,ERDA 6MV, 1MV タンデトロン
ク－ロン衝突による後方散乱（RBS）、前方反跳粒子を計測（ERDA）

■高分解能イオンビーム表面分析 HR-ISS
エネルギー分解能を上げた後方散乱計測 １原子層の分解能

■イオンビーム照射(放射線耐性試験) 6MV, 1MV タンデトロン
半導体素子などの宇宙環境試験 専用ライン建設中

■核反応分析 NRA 1MV タンデトロン
低エネルギー核反応を利用した軽元素の分析(H, N)
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素子作製から評価までをシームレスにサポート

１．素子の設計

6. エッチング加工

3(a)．マスク作製・光露光
3(b)．電子ビーム露光

2．レジスト塗布

5．金属膜の形成

4．現像処理

一般的な素子作製フロー

7．素子の特性評価

（スパッタ装置、
EB蒸着装置）

（FIB-SEM装置)

（パッケージング, 
AFM装置)

（光マスク描画
装置、EB描画
装置)

（デバイスシミュレータ）
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◎現在保有するプロセスメニュー
・45nm世代相当２層Cu配線プロセス（300mmウエハ）
・ゲート長10nmレベルの単体トランジスタプロセス（100mmウエハ）
・Si-Photonics能動・受動素子用プロセス（100mmウエハ）
・Si-Photonics受動素子用プロセス（300mmウエハ）
・Bulk & SOI 65nm世代相当トランジスタプロセス（300mmウエハ）

◎今後、準備を計画しているメニュー
・300mmウエハ1000Tr規模の小回路形成用プロセス（130～250nm世代）
・Si-Photonics能動素子用プロセス（300mmウエハ）

◎その他のメリット
・３Ｄのプロセス/デバイスシミュレータの無償利用および技術サポート
・最先端の分析装置（HIM, STEM）

◎技術支援のスタンス
・プログラム毎の個々の研究開発情報の厳格な管理
・個別のご希望に沿う技術検討

※ 100mmウエハによる技術支援は、H26年度で終了予定。
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約款に基づいた簡便な契約を開始（2013年12月より）



微細加工施設群
MEMSファウンダリ施設 (MEMS)
MEMS関連微細形状成形、評価に用いる8台の装置
・熱インプリント装置 ・光学計測機器(Zygo)
・ステッパ

ナノプロセシング施設 (NPF) 
先端材料・デバイスの微細加工から機能検証まで一貫
して行える50台の研究開発装置群
・電子ビーム描画装置 ・スパッタ成膜装置
・反応性イオンエッチング装置

機能性酸化物グリーンナノテクノロジー拠点
(GreFON)
機能性酸化物を主対象としたナノグリーン
分野の実用化研究を可能とする7台の装置群
・酸化物薄膜エッチング装置
・マスクレス露光装置 ・ECRスパッタ装置
・反応性イオンエッチング装置

超電導計測デバイス開発施設 (CRAVITY)
超電導デバイス（アナログ、デジタル）
開発プロセス装置群

熱インプリント装置
(1,400℃対応)

Zygo

電子ビーム
描画装置

酸化物薄膜
エッチング装置
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計測分析施設群
 先端ナノ計測施設 (ANCF)

産総研独自開発による最先端計測分析機器群

・欠陥イメージング (陽電子欠陥測定装置)
・軽元素のXAFS測定 (微量軽元素XAFS)
・巨大分子質量測定 (超伝導検出器質量分析装置)
・物性測定 (ナノ・ピコ秒過渡吸収分光装置)
・形状測定（リアルスケールAFM）

 電子顕微鏡施設 (TEM/SEM)

無機系からバイオ系までの広範囲な材料
に対応できる電子顕微鏡群

・微細構造観察/元素分析 (EELS, EDX)
・STEM測定
・HAADF-STEM測定
・トモグラフィー測定
・クライオTEM測定

超電導Ｘ線分析装置
(XAFS)

(KEK-PFに設置)

TEM（Osiris)

陽電子原子欠陥イメージング
(PPMS)
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計測分析施設群

 高分解能NMR施設 (HRNMR)

種々の最新測定法 /シンプル・短時間
測定が可能な500MHz NMR装置群

・タンパク質立体構造解析
・有機化合物解析
・有機合成における反応中間体の同定
各種溶液NMR測定

 脳機能計測評価施設 (BIT)
ヒト,動物を対象とした3テスラMRI装置

・脳機能(血流)計測 (脳機能解明)
・脳機能計測による製品やサービスの評価

（ニューロマーケティングへの応用）
・解剖学的知見

適応核種
1H, 13C, 19F, 29Si

適応核種
1H, 13C, 15N

3テスラMRI装置 14
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低炭素化材料設計・
創製ハブ拠点

微細構造解析プラットフォーム
微細加工プラットフォーム
分子・物質合成プラットフォーム

 文科省事業を通した“研究支援・協力”組織
 共用機器・設備の外部利用促進をミッション
 約款方式による迅速なスタート

成果公開： 報告書（Ａ４ 1ページ）
論文・学会発表

原則成果公開： 利用記録，
研究テーマ（所属は非公開）

知財：原則として利用者に帰属



材料創製・合成装置群

MBE

プラズマ焼結

磁性多元合
金スパッタ 炭素系材料CVD

窒化物 CVD

材料加工装置群

FIB-SEM/TEM

EB描画

ナノマニピュ
レ-ションSEM

酸化膜ドライエッチャー 3次元観察 ・加工

無損傷TEM
試料作製

材料評価装置群

ESR
高分解能顕微ラマン

高感度Ｘ線回折

マイクロフォーカスＸ線
CT

実動環境TEM

Heイオン顕微鏡

極低温比熱 ・電気抵抗測定

TOF-SIMS
カソードルミネッセンス

蛍光体発光特性評価

レーザー顕微鏡

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾅﾗｲｻﾞ

ガス吸着量測定

表面・界面物性解析

熱重量・示差熱・質量測定

蛍光寿命測定

５点
６点

１７点
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バイオ・医学研究者に対する分子探索・分子合成支援

提供装置
・共焦点レーザースキャナー
・レーザーマイクロダイセクッション
・液体クロマト質量分析器
・表面プラズモン解析装置
・NMR 等

ナノテクノロジーとの融合支援

想定される成果
・疾患関連分子の同定
・細胞内分子挙動の把握
・人工生体分子の合成 等

「目に見える」成果
産業化

提供装置
・有機・無機分子合成装置群
・材料調整装置群
・ナノ材料分析装置群 等

材料・ナノテク研究者に対する分子合成支援

想定される成果
・ナノ粒子の合成
・ナノパターン表面の合成 等

バイオとの融合支援

融合研究のための研究支援設備

450m2のオープンラボ

14装置と12装置群を支援に提供

レーザーマイクロ
ダイセクッション

共焦点蛍光顕微鏡 レーザーラマン顕微鏡 ナノサーチ顕微鏡 表面プラズモン共
鳴バイオセンサー

液体クロマト質量分析計 リサイクル分取GPC 動的光散乱光度計 高性能GPCシステム

プラズマ処理装置 流動層乾燥造粒機 600MHz NMR 定量PCR

常勤職員2名、非常勤スタッフ2名、
本事業雇用スタッフ5名程度
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In one trip to the synchrotron we collected more and better data in three days than in 
the previous ten years.（F.W. Lytle, J. Synchrotron Rad., 6, 123 (1999))

蛍光XAFS SX-XAFS X線回折

PES SX-XAFS 高圧回折

粉末X線回折 高分子構造解析

20

KEK



• 構造解析(XAFS、SX-XAFS、XRD、
SAXS)

• 結晶評価・イメージング
• 電子状態解析(PES)

３A

KEK

21



筑波大(ナノプラットフォーム，基盤共用事業) 22件

AIST（2ナノプラットフォーム） 267件

NIMS(3ナノプラットフォーム，低炭素ハブ) 449件

KEK（共同利用，基盤共用事業，有償利用) 1050件
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1788件



 連携力の強化

 研修プログラムの多様化

 支援技術の高度化

筑波大・ＮＩＭＳ・ＡＩＳＴ＋東工大・早大微細
加工プラットフォーム参画機関でFIBに係わ
る実地研修を実施

① 機関間移行時の審査を免除
AIST⇒筑波大：待ち時間の比較的長い装置(FIB)からユーザー紹介

② 利用料金の平準化
FIB，SPM，EB描画装置等 ⇒ 技術代行の利
用料金2倍以内

① 技術の相補的提供
同一試料のFIB-SIM像取得（右図）

② 担当技術支援員の交流

ユーザー相互紹介による，ユーザー待ち時間の解消

金属多層膜のSIM観察例

XVision200DB @ NIMS

FB2100 @ AIST

Helios @ Univ. Tsukuba

Au

AuGe

Al

Cu

微細加工プラットフォームの取組み
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微細加⼯施設 超電導Ｘ線検出器

計測施設：XAFS装置KEK

先端研究基盤共⽤・プラットフォーム
形成事業
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図1 SnTe/Sb2Te3一単位超格子素子のリード抵抗
のパルス電圧依存性

図2 SnTe/Sb2Te3一単位超格子素子のリード抵抗
のダイナミック電流依存性
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（論文３件，国際会議１件，国内会議１件，国際特許３件，国際特許３件）
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微細加工プラットフォーム



開発のポイント＊

電子ビーム描画装置やドライエッチング装置等を利用し、アルミ
ニウムにナノホールアレイを形成することで、表面プラズモン共鳴
に基くカラーフィルターを開発した。肉眼に近い色合いのCMOS
イメージセンサー等への応用が期待されます。
＊主にナノネット時代の成果(NIMS)であるが、現在も微細加工プ
ラットフォームの利用(京大)を継続している。

開発の成果
豊田中研内の一つの研究テーマが、『メタマテリアル技術によ

る光センサーデバイス技術の確立』というトヨタグループ内の新
事業のためのコア技術創出組織にステップアップされた。

表面プラズモン共鳴を利用したカラーフィルターの開発
━ 豊田中央研究所 ━

ユーザーの声
共用施設での開発を通してメタマテリアル技術（プロセス技術と

シミュレーション技術）確立の見通しが得られたので助かった。ま
た、共用施設(産総研)が開催していたプロセス開発人材の育成

も比較的短期間で実用化の見通しを立てる上での重要なファク
ターだった。

共用施設(NIMS)での毎月１回の実験に対して、毎回サポートメ

ンバー全員と前回までの実験結果や解析結果について定期的な
会議を持ち、その週の実験を決定する等の手厚いサポート、
日々の加工技術に対する的確で専門的な助言は貴重であった。
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光学フィルター特性

微細加工プラットフォーム
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成25年度成果報告会予稿集より
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
平成25年度成果報告会予稿集より



大気中での鋼の腐食挙動を大幅に改善する
“さび”の放射光解析(2004-2013)

【中心研究者】 木村正雄（新日鐵住金）

【研究協力者】 紀平寛（新日鐵住金）、村尾礼子（新日鐵住金）など

【産業への貢献】

大気腐食を左右する“さび”の形成を

制御することにより長期大気で使用可

能な材料設計指針を提示。低環境負

荷でインフラ維持を実現。

開発された材料は、実際の橋梁（社

会インフラ）へ適用。

日本金属学会・論文賞、同・功績賞、

【研究概要・成果】

無塗装で大気環境下で長期間使用可能な鋼材の耐食メカニズムを放射光のそ

の場観察法(XAFS, XRD)を用いて解明。微量の元素添加により耐食性を向上さ

せる“良いさび”が形成することを発見。

内閣府・ものづくり日本大賞(2009)、日本鉱物科学会・応用鉱物科学賞(2013) を受賞
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 コア研究領域の研究促進，課題解決のための
施設・知的基盤の共用

 利用促進・広報活動，施設・装置選択の支援，
スクール・セミナー開催

 共用施設を支えるナノテクプロフェッショナル人
材の育成・キャリアパス構築

 TIA-nano４機関の連携促進
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