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[1] 筑波大学 共用施設概要



筑波大学 「マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業」

産業界での保有が難しい加速器・放射線装置の利用促進

加速器・放射線装置の経験豊富な研究者の実験サポート

大学院生等の産業利用への実践的参加による人材育成

筑波大学の事業の特徴

「マルチタンデム加速器施設の
学術・産業共用促進事業」

・ 陽電子消滅実験装置(PAS)
・ 57Feメスバウワー分光分析装置
・密封放射性同位元素

55Fe, 60Co, 137Cs, 241Am 等

放射性同位元素利用機器

つくば4機関の連携
相互利用促進

* 半導体基板・薄膜の点欠陥評価
* アモルファス膜の空隙評価
* 高分子等の自由体積サイズ評価
* 化合物・酸化物の鉄原子価数
* 物質磁性状態の評価
* 検出器校正・動作試験

・12ＭＶタンデム加速器
・1MVタンデトロン加速器

イオン加速器

* 半導体・薄膜のRBS/ERDA分析
* 物質中のマイクロ水素分析
* ＰＩＸＥ分析
* 重イオンナノ照射加工
* 半導体放射線耐性試験
* 検出器校正試験



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
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。

■1MV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。

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

1MV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

筑波大学 「マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業」



[3] 事業実施状況



課題申請

課題選定委員会

月1回開催

応用加速器部門担当者

採択

マシンタイム申請

実験

成果報告

施設共用実験支援研究
員、部門関係教職員

課題選定・評価委員会

応募前打合せ

支援

委員会規定に基づき

■筑波大で実施可能かどうか

■新規開発的な内容かどうか

■高度な技術発展につながるか

■健全な目的（平和利用）であるか

評価(事業ホームページ及び共用ナビでの公開)

産業・学術共用課題の募集・選定・評価等の体制

必要に応じて大学院生
の参加

施設利用申請方法

産業界で即戦力となる
人材の育成

教育機関としての役割

＊ 成果公開： 秘密保持義務が生じない利用形態
＊ トライアルユース(1年間)： 特許取得等で最大2 年間公開を延期可能

筑波大学 マルチタンデム静電加速器施設利用料金

利用者



筑波大学 施設共用事業課題一覧

人工衛星搭載放射線観測装置の開発：明星電気株式会社＋JAXA

[試験課題]加速低LET粒子による民生半導体部品宇宙適用試験の調査研
究：三菱電機株式会社＋菱栄テクニカ株式会社

量子ビーム照射ナノサイズ細孔形成によるセンサー高感度化技術の開発：
（株）エマージングテクノロジーズ

薄膜中の水素の定量：キヤノン株式会社

放射性元素の挙動とレアメタル資源に関する基礎調査：鉱物資源開発会社

[試験課題]半導体結晶中の不純物元素の評価：（財）新機能素子研究開発
協会

高エネルギーイオンビームを用いた無機薄膜の評価：キリンビール株式会社
生産本部

メスバウア－効果による酸化鉄ナノ粒子の電子状態の研究：日立マクセル株
式会社

PIXEによるSiCウエハにおける不純物元素の評価：(財)新機能素子研究開発
協会

電子部品中の水素濃度定量：太陽誘電株式会社

加速低LET粒子による民生半導体部品の評価手法の調査研究：三菱電機株
式会社＋菱栄テクニカ株式会社

高エネルギーイオンビームを用いた低誘電率材料の評価：(株)ルネサステク
ノロジ

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：トライアルユース：成果公開延期

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

新星爆発起源の宇宙元素合成の研究：東京大学原子核科学研究センター／
McMaster大学／日本原子力研究開発機構

高速重イオンビームを用いたナノ加工技術の開発：産業技術総合研究所/早
稲田大学

FIB-CVD 法による DLC 微小構造体の水素濃度と機械的特性の関係：産業
技術総合研究所

イオンビーム分析法を用いた酸窒化物薄膜の組成分析: 成果公開有償利用：
神奈川科学技術アカデミー/東京大学

MOD/MBE法作成の銅酸化物薄膜の厚さ／組成測定: 成果公開有償利用：
KEK物構研/総研大/東京農工大

メスバウア―分光を用いた酸化鉄ナノ粒子のVerwey転移のサイズ効果の解
明：成果公開学術利用：物質材料研究機構、滋賀県立大学

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

鉄酸化物微粒子におけるFe原子の化学状態分析：成果公開学術利用

産業利用課題：放射性同位元素：成果非公開

Feを含む化合物半導体における磁性と熱電特性の研究：成果公開利用

各種成膜条件によるDLC膜中の重水素・軽水素の分析評価：成果公開利用

産業利用課題：陽電子＋ＲＢＳ：成果非公開

Feを含む酸化物高温超伝導体に関する研究：成果公開学術利用

永久磁石を用いたミュオンビームスペクトロメーターの較正実験：成果公開利
用：高エネルギー加速器研究機構

高効率中性子反射ミラー材の開発:成果公開利用：高エネルギー加速器研究
機構

平成24年度

前期 後期
課題名：実施者名

平成22年度

前期 後期 前期 後期 前期 後期

平成19年度 平成20年度 平成21年度

後期 前期

平成23年度

前期 後期

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

成果公開終了

終了

終了

終了

終了

終了 成果公開

平成19-24年度
32件の産業・学術共用課題を実施

産業利用 22 課題
成果非公開 7 課題
トライアルユース 3 課題

産業利用分野別件数
１．環境貢献・エネルギー分野

4 課題
２．ナノ技術・デバイス・材料開発分野

18 課題

研究機関学術共用 10 課題



[3] 事業成果例の紹介



陽電子消滅実験装置(PAS)

57Feメスバウワー分光分析装置
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マグネタイト・ナノ粒子分散体のメス
バウアー効果スペクトル

ガンの焼灼治療に適した材料開発

AlOx-TiOx/PET 試料の
RBS スペクトル

利用課題名：高エネルギーイオンビームを用いた無機薄膜の評価
利用者名： キリンビール株式会社

利用課題名：メスバウア－効果による酸化鉄ナノ粒子の電子状態の研究
利用者名：日立マクセル株式会社

高精度RBS/ERDA物質
分析装置

AlOx-TiOx/PET 試料のS パラ
メーターの陽電子打ち込みエ
ネルギー依存性．

先端量子ビーム装
置を用いた物質分
析の産業利用例

新機能ペットボトル材料の開発

共用促進事業 利用成果 1



共用促進事業 利用成果 2

200 nm

利用課題名：量子ビーム照射ナノサイズ細孔形成によるセンサー高感度
化技術開発
利用者名：株式会社エマージングテクノロジーズ･産総研・早稲田大学

高エネルギーAuビームの
照射 (137 MeV)

200 nm

マーカー計測用卓上型導波モード
センサーシステム

低濃度な微小物質
の検出技術

導波モードセンサーによって、
油分、ビタミン類、タンパク質、
インフルエンザウイルス、金
属ナノ粒子、金属ナノ薄膜、
大腸菌などの検出に成功

装置の大幅な小型化
に成功!

事業成果
ポスター1

イオン照射後にエッチングを行った
検出チップの導波路表面のSEM像



利用課題名：加速低LET粒子による民生半導体部品宇宙適用試験の調査研究
利用者名：三菱電機株式会社

重イオンビーム照射試験(宇宙線模擬実験)

半導体イオン照射施設としての
機能拡充

民生部品の宇宙産業
への適用に貢献!

共用促進事業 利用成果 3

事業成果
ポスター2

人工衛星に搭載する半導体のイオンビーム照射による、Single Event Burnout 
(SEB) の発生の有無を評価

三菱4M SRAMのCross Section比較
(BNL vs 筑波大)



利用課題名：PIXEによるSiCウエハにおける不純物元素の評価
利用者名：（財）新機能素子研究開発協会 次世代インバータ基盤技術研究所

（独）産業技術総合研究所 エネルギー半導体エレクトロニクス研究ラボ
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粒子線励起Ｘ線分析(PIXE)装置

電力エネルギー利用効率の向上を目指して、ワイドギャップ半導体であるSiCに
よるパワーデバイスの実現

SiC基板に対するPIXE分析結果

PIXEによる高感度元素分析

転位位置と不純物分布の比較

Micro-beam PIXE

KEK-PF

筑波大学
イオンビーム分析

ＫＥＫ
放射光による分析

KEKとの共用
事業連携例

共用促進事業 利用成果 4



[4] 機関連携と

今後の展望



0

イノベーションつくば

つくば研究学園都市
産学連携拠点の形成

先端研究施設共用
つくば地区４機関連携ネットワーク

産業・学術分野への高度な
技術を持つ人材の供給拠点

つくば地区4機関連携
ワークショップ

参加者 約100名

つくばイノベーション アリーナ(TIA-nano)
での施設共用組織への発展

イノベーションつくば (つくば4機関連携)
･筑波大学

研究基盤総合センター応用加速器部門

･高エネルギー加速器研究機構
放射光科学研究施設

･産業技術総合研究所
ナノプロセシング施設

･物質・材料研究機構
国際ナノテクノロジーネットワーク拠点



新イオン加速器配置基本案
偏極イオン源(PIS)
実験ブース(新設)

第2測定室 第1測定室

6 MVタンデム
加速器

AMS
イオン源

He用RF
イオン源

Csスパッタ型
イオン源

AMSコース

IBAコース
5軸ゴニオ

第1測定室ビーム
輸送ライン

重イオン照射
ナノ加工装置

応用原子物理

マイクロビーム
水素分析装置

核物理実験 宇宙核物理

汎用コース

陽電子消滅装置
半導体ナノ空孔測定

生物細胞
照射装置

第2測定室 5ライン
先端研究 5コース (PIXE, AMS, 照射…)

第1測定室 7コース

105°

90°

55°

40°

先端ナノ
実験装置

応用加速器部門

筑波大学施設共用 新イオン加速器システム (2014年稼働)

震災復興計画

23.5 m

13.5 m 既存実験装置の活用

建屋や空調・冷却水施設等の保有
加速器研究支援教員・技術職員の存在

最新鋭イオン加速器システム (施設共用)
・量子ビーム研究の産業利用
・TIA-nanoでのビーム物質分析研究の基盤装置
・世界最大のAMS装置・最新鋭ビーム分析装置



まとめ

* 大学での加速器・放射性同位元素利用の有償利用制度を確立

筑波大学 文科省先端研究施設共用促進事業
「マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業」

* 2007-2012年 32件の産業・学術共用課題を実施

産業利用 22件 (成果非公開7件)
学術共用 10件

つくば地区機関連携
KEK 4件、 産総研 5件
物材機構 2件、(JAXA) 1件

* 災害時の共用施設ネットワークの活用とその連携強化

* 2014年施設共用型最新鋭イオン加速器システムを導入

* 産学連携における人材育成 (つくば研究機関連携)
→ 筑波大学における未来型の研究者・技術者の育成

・ 陽電子消滅実験装置(PAS)
・ 57Feメスバウワー分光分析装置
・密封放射性同位元素55Fe, 60Co, 137Cs, 241Am 等

放射性同位元素利用機器

・12ＭＶタンデム加速器
・1MVタンデトロン加速器

イオン加速器


