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電子線照射施設 

・雰囲気ガス、温度等を制御した照射 
 

工業利用目的の最初の大出力電子加速器 
2 MV, 30 mA 

ガンマ線照射施設 

・6桁の広い線量率範囲[3棟・8照射室] 
 

我が国最初の大規模ガンマ線照射施設 

コバルト60線源 

世界唯一の材料･バイオ専用施設 

サイクロトロン 

イオン注入装置 シングルエンド加速器 

タンデム加速器 

イオン照射研究施設(TIARA) 

電子線照射室 

・短時間ビーム切替 
・重イオンマイクロビーム（世界唯一） 

・重イオンマイクロビーム 
・クラスターイオン照射 

・フラーレンを含む多種イオンの加速 
・電子顕微鏡との複合利用 

・軽イオンのサブミクロンビーム形成 
・世界唯一の大気マイクロPIXE分析 

1. 放射線照射施設 
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        目的 

・放射線照射施設･実験装置と技術支援を提供 

・研究開発リスクが高く社会的･経済的インパ 
 クトが高い技術課題の解決に寄与 

       利用形態 

・ 単独利用 （民間企業･独法･大学等の利用） 

・ 産学官共同研究利用  
 （企業･独法･大学等と当機構との共同研究利用） 

      利用メニュー 

・ 戦略分野利用推進 
 国家的･社会的課題に対応した技術課題 
  分野Ⅰ： 遺伝子資源創成研究 
  分野Ⅱ： 分析技術  
  分野Ⅲ： 材料開発 

・ トライアルユース 
 初めての施設利用者、初めての利用分野 
 （2回（2期）まで、最大6ヶ月/回、無償）  

       課題募集 

・ 上期と下期の2回/年 
・ 緊急性がある課題は随時 

       課題選定 

共用促進事業課題選定委員会で審査 
（透明性･公平性） 

      報告書・評価 

終了後60日以内に報告書を提出、委員会で評価 

成果の公開 

公開（2年まで延長可能：特許取得等に対応） 

終了後の利用 

引続き施設を利用する場合は 
自主事業である施設供用制度に移行 

利用者への支援 

各戦略分野に専任の技術指導研究員 

2. 事業の制度(1) 
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イオンビーム照射の様子 

ガンマ線照射の様子 

X線・ガンマ線 

1ミクロンに絞ったH+ビーム 

二次元元素分布測定結果 

2. 事業の制度(2) 

戦略分野Ⅰ：量子ビームを用いた有用遺伝子資源創成研究 

物質生産性の向上：酵素活性が高い菌株の取得 
環境負荷の軽減・省コスト化：低温耐性による暖房コストの低減 
新たな付加価値の創出：新しい花色・花形 

 [サイクロトロン] 

新しい遺伝子資源の獲得 

戦略分野Ⅱ：量子ビームを用いたものづくりに必要な分析技術 

粒子励起X線分析：微量元素2次元分布 
共鳴核反応分析：水素の深さ方向分布 
陽電子ビームを用いた欠陥分析：原子空孔やボイドの検出 

[サイクロトロン、 静電加速器、 陽電子測定装置] 

新しい分析技術の提供 

戦略分野Ⅲ：地球環境の保全を目指した材料開発 

グラフト重合：高分子材料への機能付与 
橋架け：硬化･ゲル化 
分解： 無毒化･放射線耐性試験 

[ガンマ線照射施設、電子線照射施設] 

新しい材料の創製 
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○実施課題数（各年度までの延べ数） 

○技術指導研究員の活動 

○TIARAにおける成果公開型実施課題数 
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トライアルユース 

戦略分野Ⅲ 

戦略分野Ⅱ 

戦略分野Ⅰ 

3. 利用と支援の実績 

利用者支援： 広報活動： 
・技術相談・実験準備 
・実験結果の解析支援 
・今後の研究開発の方向づけ 

・分野別パンフレット等の作成 
・展示会等への出展 

・利用手引きの作成（実験方法を含む） 
・試料調製･照射に係る技術開発 
・上記のデータベース化 

実験支援等のノウハウ蓄積： 
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4. 成果の例   石川県工業試験場 「炭素薄膜中の水素含有量評価方法 
 -- 戦略分野Ⅱ --                 を利用した産業機械部品の開発」 

目的： 
 実用化が進んでいるダイヤモンド 
 ライクカーボン（DLC）膜中の 
 水素含有量を制御して強度を高め、 
 切削工具などへの適用を目指す  

方法： 
○水素含有量の異なる2種類のDLC膜を 
 作製（写真）、タンデム加速器を 
 用いた共鳴核反応分析法（下図) 
 で評価 
 
○水素含有量と切削 
 特性の関連性を 
 フライス切削試験 
 により確認           

 
 
 
 
 
 
 
 

        共鳴核反応分析装置の概略 
 （15Nイオンビームを照射した時に発生するガンマ線を検出） 

○2種類のDLC膜の切削試験 
・水素のない高密度膜は従来膜より約15倍長寿命 
・水素含有量と切削特性 
 に関係があることを明示 

検出器

試料ホルダー

１５Ｎイオン
γ 線

加速器

フライス切削チップ     エンドミル 

フライス切削試験 

○2種類のDLC膜中の 
  水素含有量の測定 

・従来膜   24.9at% 
・高密度膜 検出限界以下 
      （～0at%） 

成果： 

○実用化の一例： 
  切削工具への適用 
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5. まとめ 

○本補助事業が示した有効性 

 ・技術指導研究員の支援により課題範囲･利用者が拡大 

 ・トライアルユースは新規利用者の獲得に有効 

 ・実験支援等のノウハウが蓄積 

 
 
○平成25年度以降の展望･希望 

 ・成果非公開･有償のメニューを新設 

 ・試料送付等による照射の簡便化 

 ・支援体制の整備（技術指導研究員の雇用の継続） 

 ・「共用ナビ」と関連付けた他機関とのネットワークの構築 

 ・施設の共用性拡大のため、装置の利便性向上や高度化に係る助成 
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