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技術開発・共用部門は、蓄積したノウハウと最先端設備の
利用機会をNIMS内外のユーザーに提供し、

物質・材料科学技術の発展に貢献します。
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・先端施設および設備の共用を円滑に進める
・技術の水準を向上する
・人材を育成する

これらのミッションを通して、物質・材料研究の中核的機関として社会に貢献します。

高度な材料計測･創製技術の開発と外部（企

業、大学、公的研究機関）の研究者への共用

を行っています。

このため、先端電子顕微鏡、最高レベル強磁

場マグネット、SPring-8内の高輝度放射光、高

信頼性分析技術等 世界最高水準の施設及び

設備の開発・整備を行っています。

また最先端の研究を、材料創製・加工等の

「ものづくり」の観点から支援するとともに、ナノ

テクノロジーと異分野との融合研究の推進を目

的とし、超微細加工・評価及びナノバイオ・化学

に関連する設備と高度な技術を提供します。

技術開発・共用部門のミッション

さらに、超高速・大規模数値計算が可能なスー
パーコンピュータ、材料数値シミュレータの管理運
用を行い、理論・計算に基づく物質・材料の特性予
測や新奇な物質・材料の開発支援を行っています。

一方、2012年から10年間の文部科学省委託事業
「ナノテクノロジープラットフォームプログラム」では、
ナノテクノロジーに関する最先端研究設備と活用ノ
ウハウを有する機関が連携して、全国的な設備共
用体制を共同で構築しています。



窒化ガリウム評価基盤領域

材料創製・加工ステーション

電子顕微鏡ステーション

材料分析ステーション

高輝度放射光ステーション

強磁場ステーション

ナノテクノロジー融合ステーション

NIMS微細構造解析プラットフォーム

材料数値シミュレータステーション

・ナノ構造解析グループ ・高分解能グループ ・その場解析グループ

・材料創製グループ ・材料加工グループ

・表面・微小領域分析グループ ・化学分析・Ｘ線回折グループ

・電子構造・原子配列構造グループ ・ビームライングループ

・ナノファブリケーショングループ ・ナノバイオグループ

NIMS微細加工プラットフォーム

事務統括室

２

http://www.nims.go.jp/research/station/analysis/index.html

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

http://www.nims.go.jp/webram/index.html

http://www.nims.go.jp/TML/index.html

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

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

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

組織

組織

・強磁場グループ

NIMS分子・物質合成プラットフォーム

技術開発・共用部門長

ナノテクノロジープラットフォームセンター

微細構造解析プラットフォーム推進室

NIMS・名大窒化ガリウム評価基盤研究ラボラトリ　－天野・小出共同研究ラボ－　

http://www.nims.go.jp/research/network-facility-services/

http://www.nims.go.jp/infrastructure/facilities/utilization.html

http://www.nims.go.jp/mmes/index.html

http://nanonet.mext.go.jp/center/

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

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

http://home.nims.go.jp/supercom/new/index.htm

共用設備利用のウェブサイト：　http://www.nims.go.jp/rnfs/

http://www.nims.go.jp/gan/
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材料創製・加工ステーション
Technique and Technology for advanced research

金属材料研究のための素材溶解から塑性加工など一

貫した技術と設備を保有し、内外研究者の要望に応じた
材料の作製、または、開発、研究実験への技術的サポー
トを行っています。

材料創製・加工ステーションは、「溶解塑性加工」「設計試作」「溶接」「硝子工作」「試料作製」の５つのサブ
グループから構成されており、NIMSの研究をサポートするとともに、外部の大学や研究もサポートし、日本の

材料基盤技術のハブ機関となることを目指しています。また、同時に、エンジニアの保有技術の継承、発展に
努めています。

研究に必要な装置のCADを用いた設計試作や改修、

各種部品・治具・試験片等の製作を行っています。また、
ユーザーに対して、安全講習会の開催、技術相談等を
実施し、自ら装置を使えるように教育しています。

レーザ溶接と電子ビーム溶接を用いて、深溶込み・高
速溶接が可能です。熱影響部(HAZ)が狭い溶接ビード

を得ることが出来ます。これらの装置を用いて、溶接実
験支援および各種試験片の溶接を行っています。

先端的研究開発・実用化研究に欠かせないガラス

機器・装置の設計・製作を行っています。また、各種
試料の真空封入、ガス置換封入、精密研磨など幅広
く研究技術サポートを行っています。

各種材料の切断・埋込・研磨から腐食や観察・硬さ測

定・表面評価まで、高い水準での一貫した試料作製作業
ができる場を提供しています。また、試料作製技術講習
会を企画・開催し、多数の方の研究サポートを行っていま
す。

溶解塑性加工

溶接

設計試作

硝子工作

試料作製

保有装置群については、Ｐ.２のＵＲＬからご参照下さい。

材料創製・加工ステーション



材料分析ステーションでは、新物質に対応できる分析手法の開発を通じて、より信頼性の高い分析情報を、物質・材

料研究機構におけるすべての研究者に提供しています。また、分析に関する教育・指導、分析機器の維持・管理を行う
とともに、より信頼性の高い、正確で精密な分析法の開発・整備を目指した業務を遂行しています。さらに、ここで得られ
た成果を基に、様々な分析手法とその関連技術に関する国際標準化に向けた取り組みを積極的に進めています。

Ｘ線回折

化学分析

表面・微小領域分析

単結晶構造解析装置 （強力Ｘ線型） １台
（通常型） １台

粉末Ｘ線回折装置 （強力Ｘ線型） ２台
（通常型） ６台

温度可変型・粉末Ｘ線回折装置（強力Ｘ線型） １台

誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP-OES) ４台
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) ２台
黒鉛炉原子吸光分析装置1台(GF-AAS) １台
スパーク発光分光分析装置(SP-OES) １台

走査型電子顕微鏡＋EDS（通常型） ２台
走査型電子顕微鏡＋EDS（FE銃搭載型） １台
走査型電子顕微鏡（FE銃搭載型） ２台
走査型電子顕微鏡（STEM兼用型） ２台

EPMA（FE銃搭載型） ２台
EPMA（通常型） １台

飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS) １台
微小領域Ｘ線光電子分光装置(μ-XPS) １台
マルチターゲットＸ線光電子分光装置（XPS） １台
走査型Auger電子分光装置(SAM) ２台

保有装置概要

材料分析ステーション

材料分析ステーション 4

蛍光Ｘ線分析装置(XRF) １台
蛍光Ｘ線マイクロアナライザ(μ-XRF) １台
Heグロー放電質量分析装置(He GD-MS) １台
ガス分析装置 ３台



電子顕微鏡ステーション
電子顕微鏡ステーションは、透過電子顕微鏡(TEM)に関する技術開発と施設共用により、物質・材料研究の発展とイノ

ベーションに貢献することを目指しています。

透過電子顕微鏡ラインナップ

JEM-ARM200F
JEM-2100F(1)
JEM-2100F(2)
JEM-2100
FEI Tecnai G2 F30
JEM-3000F
JEM-ARM1000
JEM-2000VF
JEM-2000FX
JEM-4000EX
Titan Cubed
H-3000
H-3000L
HD-2300
JEM-2000EX
JEM-1010

試料作製装置ラインナップ

JIB-4000
JEM-9320FIB
JEM-9310FIB(1)
JEM-9310FIB(2)
TEM Sample Prep. Facilities

NIMS内部利用者にも外部利用者にも均質な共用体制を構築しています。

外部利用は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業利用のほ
か、非公開型利用も可能です。

利用形態

機器利用： ユーザー自らがTEMを操作してデータを取得する。もしくは機器を利用して試料を作製する。

技術補助： スタッフの支援・補助を受けながらユーザーが操作してデータを取得する。もしくは機器を利用して試料を作製する。
技術代行： 一般的なTEM観察、分析、解析、試料作製をスタッフが代わりに実施する。

共同研究： 共同研究は、ステーションのスタッフと共著論文を書くことを目指した共用課題のことを指す。

実動環境対応物理分析TEM 単原子分析TEM

5
電子顕微鏡ステーション



高輝度放射光硬X線光電子分光装置

高輝度放射光高分解能粉末X線回折装置

高輝度放射光薄膜・ナノ構造用回折計

SPring-8の高輝度単色X線により励起され、固体試料から生じる光電子の

運動エネルギー分布を高エネルギー分解能で検出可能です。埋もれた界面
の化学結合状態、電子構造の解析が可能です。光電子の脱出角依存性から
電子状態の深さ方向依存性を測定することも可能です。 2～8 keVのエネル
ギー範囲の単色X線を利用できます。試料の温度範囲は20〜360 Kです。

粉末結晶構造解析用のためのX線回折強度データを収集できます。2θで
の角度分解能0.003 °です。イメージングプレート検出器あるいは1次元半
導体X線検出器による半/全自動測定が実行できます。試料温度は50〜
400 Kの範囲で設定可能です。（チッソガスあるいはヘリウムガス吹付け式

を選択）。極微量試料の回折データ収集にはガンドルフィカメラも選択でき
ます。よく使われる入射X線エネルギーEは10～20 keV（ただし36 keVまで
利用可能）です。

結晶性薄膜の表面内、表面垂直方向の3次元の原子配列構造の解析

できます。その表面、界面のマイクロラフネス、薄膜の格子歪、密度の深さ
方向分布などが評価できます。
0次元検出器とスリット系との組み合わせによる高角度分解能測定ができ
ます。入射X線エネルギーEの推奨範囲は10～20 keV。本装置は試料の
回転用に4軸、検出器の回転用に2軸を有するため、逆格子空間の広い範

囲にアクセスできます。

NIMS高輝度放射光ステーションは、大型放射光施設
SPring-8内の専用ビームライン（BL15XU）にて2.2～
36keVの広いエネルギー範囲の高輝度単色X線を用い

て、先端材料の原子配列構造および電子構造の物性
解明を行っています。
当ステーションでは、硬X線光電子分光、高分解能粉末
X線回折、薄膜回折による解析が可能です。

高輝度放射光ステーション

保有装置概要

課題募集は年2回行っています。
A期（募集開始：11月頃、実験実施：翌年4月～7月頃）
B期（募集開始：6月頃、実験実施：10月～翌年2月頃）

募集案内は、当ウェブサイトにてお知らせします。実験を検討されている方は、まずスタッフまたはBL15XUオフィスまでご
相談ください。 E-mail: BL15XUoffice=ml.nims.go.jp ([=]を[@]に変えてお送りください）

利用方法

ご利用頂ける課題
ナノテクノロジープラットフォーム課題： NIMS以外の機関に所属する方対象
NIMS課題： NIMS職員および共同研究契約を締結している方対象

高輝度放射光ステーション 6



強磁場ステーション
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強磁場ステーションには、世界で２番目に高い定常強磁場を発生できるハイブリッドマグネットを始め、各種評価専用
の世界最高級マグネットが設置されています。マグネットはNIMS設置法の趣旨に鑑み研究開発者への共用に供されて

おり、共同研究を行っている外部機関数は５０を超えています。定常強磁場の特長を生かして、超伝導、半導体、磁性体、
有機物などの材料評価と物性研究並びに固体NMR分光による多彩な物質の微視的構造解析が行われています。

マグネット一覧に示すように、35Tまでのハイブリッドマグネッ
ト（左図）、極性可変で27Tまで高速掃引可能な水冷マグネット、

超伝導線材評価用マグネット、大口径の室温空間汎用マグネッ
ト、極低温空間を持つ低温物性評価用マグネット、固体NMR分

光用の固定磁場マグネット（右図）などがあります。大型マグ
ネットを用いた研究では、臨界磁場、磁化、弾性率、マイクロ波
領域からTHzおよび遠赤外から可視域の分光などが実施され
ています。

名 称 提供最大磁場（Ｔ） 口径（ｍｍΦ）

大型マグネット ハイブリッドマグネット ３５／３０ ３２／５２

水冷銅マグネット ２７ ３２

小型マグネット １８Ｔ汎用超伝導マグネット １８ ５２

１５Ｔ超伝導スプリットマグネット １５ （４４）

冷凍機伝導冷却型１０Ｔ超伝導マグネット １０ １００

試料振動型磁化測定装置（ＶＳＭ） ±１１.５

冷凍機伝導冷却型１２Ｔ超伝導マグネット １２ １００

低温物性マグネット ２０Ｔマグネット・希釈冷凍機システム ２０ ５２

２０Ｔマグネット・ヘリウム３冷凍機システム ２０ ５２

１７Ｔマグネット・ヘリウム４ＶＴＩシステム １７ ５２

固体ＮＭＲマグネット ５００ＭＨｚ固体高分解能ＮＭＲマグネット １１.７５ ８９

５００ＭＨｚ汎用ＮＭＲマグネット １１.７５ ８９

３００ＭＨｚ広幅ＮＭＲマグネット ６.３４ ８９

９３０ＭＨｚ固体高分解能ＮＭＲマグネット ２１.８ ５４

パルスマグネット パルスマグネットシステム ５０ １６

強磁場ステーション



ナノファブリケーション

最先端微細加工プロセッシング装置およびナノスケール観察・測定評価装置が完備された450m2のクリーンルームを中心に微

細加工を担う共用施設です。半導体材料、酸化物材料、誘電体材料、磁性材料、金属材料、有機材料、生体材料および複合材料等、
様々な材料のナノからマイクロスケールにわたる3次元的な微細加工を行うことができます。多様な支援形態（技術代行、技術補助、
技術相談および機器利用など）により、エレクトロニクス、フォトニクス、MEMS、環境・エネルギー、生命科学にわたる学際的融合研

究や産学官連携研究を積極的に支援します。
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の微細加工プラットフォーム実施機関でもあります。

ナノバイオテクノロジー

おもにバイオテクノロジーとナノテクノロジー、材料科学の融合に関する研究開発支援を通じて、ナノバイオの基礎基盤研究から

社会や産業に役立つイノベーション技術の創出まで行うことができる研究環境を提供することを目的としています。施設は、生体分子
調製エリア、細胞培養エリア、バイオイメージングエリア、有機・高分子材料創製エリア、機器分析エリア、5つのエリアからなっていま

す。バイオテクノロジーとナノテクノロジーの融合研究の推進に必要な各要素技術の複合化を行う場として、また、分野の異なる研究
者間あるいは産独学の研究者間交流を通じてアイデアや情報交換を行う場としてご活用ください。

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の分子・物質合成プラットフォーム実施機関でもあります。

ナノテクノロジー融合ステーション

ナノテクノロジー融合ステーション

ドライエッチングエリア

薄膜形成エリア

イエロールーム

ユーザートレーニング

共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡

細胞培養エリア

生体分子調整エリア

試料調整
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材料数値シミュレータステーション

NIMS微細加工プラットフォーム

NIMS分子・物質合成プラットフォーム

ナノテクノロジープラットフォームセンター
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2012年度から10年計画で開始されました。ナノテク

ノロジーに関する最先端研究設備と活用ノウハウを有する機関が連携して、全国的な設備共用体制を共同で構築す
るものです。基本となる技術領域（微細構造解析、微細加工、分子・物質合成）により構成されます。ナノテクノロジー
プラットフォームセンターでは、これら、３つのプラットフォーム全ての機関のコーディネートを行っています。

半導体材料のみならず、酸化物材料、誘電体材料、磁性材料、金属材料、有機材料、生体材料
および複合材料等、様々な材料のナノからマイクロスケール、更にはミリスケールにわたる微細加
工を行える装置群を整備しています。研究交流、人材交流を行える場を提供するとともに、自然科
学から生命科学にわたる基礎基盤研究，産学官連携の基礎・応用研究に対して共同研究、技術
代行、技術補助、技術相談および機器利用を通じて積極的にサポートします。

NIMS分子・物質合成プラットフォームでは、おもにバイオテクノロジーとナノテ

クノロジーの融合に関する研究開発支援を通して、ナノバイオの基礎基盤研究
から社会や産業に役立つイノベーション技術の創出までを行うことができる研
究環境を提供することを目的としています。

NIMS微細構造解析プラットフォーム

材料数値シミュレータステーション ／ ナノテクノロジープラットフォーム

超高速・大規模数値計算が可能なスーパーコンピュータ、材料数値シミュレータ
の管理運用を行い、理論・計算に基づく物質・材料の特性予測や新奇な物質・材
料の開発の支援を行っています。

微細構造解析プラットフォーム推進室
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業のうち先端計測・構造解析分野を担う微細構造解析プラットフォー

ムは全国11機関から構成されています。本推進室は、その代表機関業務を行っています。

微細構造解析プラットフォームは全国 11 機関から構成され、代表機関は NIMSが担当しま

す。最先端計測共用ネットワーク を構築し、ナノテク・材料分野における学問的・技術的課
題の解決によるイノベーションに寄与し、我が国のナノテクノロジー の更なる発展、競争力
向上、人材育成に貢献します。

NIMS微細構造解析プラットフォームは、「最先端ナノマテリアル計測拠点」として最先端ナノ計測設備群と計

測解析ノウハウを融合し、研究者を支援します。高性能の透過電子顕微鏡や走査透過分析電子顕微鏡群を
中心として、走査型ヘリウムイオン顕微鏡や極低温・高磁場STM、TOF-SIMS等による表面ナノ解析、高輝度
放射光解析、強磁場固体NMR等の最先端計測装置群の相補的活用により、表面表層から バルク内部に至

る先端ナノ計測による研究支援を提供します。

NIMS微細加工プラットフォームは、最先端微細加工プロセッシング装置および

ナノスケール観察・測定評価装置が完備されたクリーンルームを中心として、微
細加工を担う共用施設です。当プラットフォームの特徴は、多種多様な材料に対
して一貫したプロセスで試料作製が行えることです。

このような融合研究領域を推進し、社会に有用な技術として浸透させるためには基礎から応用まで
の一貫した研究開発体制を構築する必要があります。NIMS分子・物質合成プラットフォームは、生体

分子調製エリア、細胞培養エリア、バイオイメージングエリア、有機・高分子材料創製エリア、機器分
析エリアから構成され、バイオテクノロジーとナノテクノロジーの融合研究の推進に必要な各要素技
術の複合化を行う場として、活用していただきたいと考えています。
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