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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 

NIMS微細構造解析プラットフォーム 
-最先端ナノマテリアル計測共用拠点-
NIMS Microstructural Characterization Platform for advanced nanomaterials



NIMS微細構造解析プラットフォームの活動が目指す姿
～世界トップ水準の最先端計測を提供する共用基盤～
Objectives and Missions of the NIMS Microstructural Characterization Platform
‒ Shared-Facility Platform Providing Top-level Nano-characterization Technologies for Advanced Materials ‒

・産業界の技術的課題解決によりナノテク材料分野の競争力強化  Improving Competitiveness of Nanotechnology and Materials Fields
・共用施設を中核とした「知の集約」による人材交流や人材育成  Human Exchange and Talent Upbringing by Intellectual Intensiveness
・学問的課題の解決により世界トップレベルの飛躍的な知の創出  Breakthroughs and Discoveries by Solving Advanced Scientific Tasks
・プラットフォーム連携による異分野融合と材料イノベーション加速  Promotion of Materials Innovation through Fusion of Different Fields

知の集約
Concentration of knowledge

最先端の計測解析設備群最高の
研究支援能力

Advanced characterization Equipment 
Groups Strong research support

プラットフォーム長

岩井　秀夫
Dr. Hideo Iwai 

Platform Manager, 
NIMS Microstructural 
Characterization Platform

ナノテクノロジーにおける先端計測支援の必要性
Needs for advanced analysis facilities in nanotechnology

ナノテクノロジーは、原子・分子を操作して人為的に
微小構造を作製し、新たな特性や画期的な高特性を示
す材料・素子・デバイスを開発しようとするもの。
Nanotechnology aims for developing materials/elements/devices
with new properties or high performance by manipulating atoms and
molecules.

1. 原子・分子の並び方を実際に計測する必要がある。
　（原子レベル構造解析）
2. 観察した原子・分子が何であるか分析する必要がある。
　（ナノレベル元素分析）
3. 得られた特性とナノ構造を関連付ける必要がある。
　（高精度状態分析）
1. It is necessary to actually measure the structure of atoms and molecules.
　(Atomic level structural analysis)
2. It is necessary to identify observed atoms/molecules.
　(Atomic level elemental analysis)
3. It is necessary to link the obtained property and the nanostructure.
　(High-precision state analysis)

問題点 Problems 
1. 構造解析や分析、観察、試料作製に高度の技術・
　ノウハウが必要。
2. 高額の装置が必要。
3. 装置を操作する人材の育成に手間と時間がかかる。
4. 装置のメンテナンスが大変で、経費がかかる。
1. Advanced technology/know-how is required for the structural
　characterization, analysis, observation and sample preparation.
2. Expensive facilities are required.
3. Tremendous time and efforts are required for training facility
　operators.
4. Facility maintenance is costly.

解決策 Solution 
先端計測機器による観察・分析で実績のある国内のいくつかの
中核拠点が形成する微細構造解析プラットフォームにおいて、
◆共同利用できる先端計測施設をフルに活用する。
◆卓越した技術を持つ高度な技術者集団により、試料作製・
　観察・分析のプロセスを、利用研究者・技術者の負担なく
　支援し、成果のスループットを加速する仕組みを構築する。
◆高度な装置の操作や解析技法が習得でき利用者自らが先端
　計測技術を利用して研究を高度化できる仕組みを作る。

The Microstructural Characterization Platform consists of several core sites
with a proven track record of observation/analysis. It allows to
・fully utilize the advanced analysis facilities available for collective access.
・accelerate the sample preparation, observation and analysis with help of
　highly competent researchers and engineers.
・learn operation and analytical methods of advanced equipment by the users.

ナノテクノロジーに先端計測支援を広く応用するときの問題点と解決策
Problems and solutions for applying advanced analysis support to nanotechnology

Heイオン顕微鏡
He Ion Microscope

透過電子顕微鏡
TEM

固体NMR
Solid-state NMR

高輝度放射光
Synchrotron X-ray (SPring-8)

表面分析
Surface Analysis

走査型プローブ顕微鏡
SPM

3Dイメージング
3D imaging

知の集約による人材育成
と飛躍的知の創出

Development of Knowledge and Human
Resources by Concentration of Knowledge

産業界の
技術課題を解決

Solution of Technological Problems
of Industry

産学官の研究者の
最先端計測ニーズに応える

Response to Advanced Characterization Needs of
Researchers and Engineers in Industry, Academia

and Government

ナノテクノロジー・材料分野における
異分野融合とイノベーションの加速

Acceleration of interdisciplinary research and innovation 
in nanotechnology/materials fields

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。ナノテクノロジー研究において基本となる三つの技術領域（
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。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、競争力の向上、研究人材の育成に貢献します。さらに、先端ナノ計測技術群を産学
官の研究開発支援に供することにより、世界トップレベルの研究成果の創出と、産業ニーズに応える支
援と異分野融合を積極的に推進します。

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」としてつくば市3地区（桜、千
現、並木）と西播磨地区（SPring-8）に位置し、NIMSの最先端ナノ計測設備群と計測解析ノウハウを融合
し、国内外の物質・材料研究者や技術者を支援します。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、先端SPM、TOF-SIMS等に
よる表面ナノ解析、高輝度放射光によるX線構造解析や光電子分光計測、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、表面からバルクに至る先端ナノ計測による研究支援を提供します。さ
らに、ナノテク・材料分野から技術立国日本を下支えするために、アカデミアのみならず、産業界との交
流と連携を積極的に推進する所存です。皆様の更なるご支援とご協力をお願いします。

The Nanotechnology Platform Program was started in fiscal year 2012 as a ten-year project 
commissioned by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 
Japan. The mission is to establish the comprehensive nationwide networks providing advanced 
facilities and research know-how for nanotechnology. The program comprises three areas of 
nanotechnology: nano-characterization, nano-fabrication, and materials synthesis. In the first area, 
the Advanced Characterization Nanotechnology Platform composed with  11 Japanese organiza-
tions, with NIMS playing the leading role. By establishing a network for share-us of advanced 
facilities, we contribute to innovation by solving scientific and technical problems and provide 
state-of-the-art technologies to researchers working for industry, universities and the government. 
We aggressively promote collaboration among different fields and fusing research in response to 
industrial needs. 

The NIMS Microstructural Characterization Platform is located in 3 sites (Sakura, Sengen and 
Namiki) in Tsukuba City and West-Harima site (SPring-8) in Hyogo. We provides researchers and 
engineers with advanced analysis facilities combined with the latest technology. Using electron 
microscopes (TEM, STEM and SEM) we study the surface and bulk properties of various materials. 
We complement those analyses with helium ion microscopy, SIMS imaging, low-temperature 
high-magnetic-field STM, advanced SPM, TOF-SIMS imaging, synchrotron-radiation X-ray diffrac-
tion and photoelectron spectroscopy, and high-magnetic-field solid-state NMR. We promote 
exchange and cooperation with the industry to support the technology-oriented Japan in nano-
technology and materials research. 

NIMS微細構造解析プラットフォーム　～最先端ナノマテリアル計測共用拠点～
NIMS Microstructural Characterization Platform for advanced nanomaterials

ごあいさつ Greetings



課金 Billing 
事務局にて利用料金算出
Calculation of the usage fee at NMCP office
利用者へ利用明細の確認
Confirmation of usage fee to the user
当機構（NIMS）経理室より請求書発行
Invoice issued at NIMS accounting department
利用料金の振り込み
Bank transfer  of the usage fee

利用報告書提出 Submission of user’s report 

本事業は文部科学省の委託事業であるため、研究結果は公開を原則と
します。ただし、特許出願や論文投稿などのため、公開（利用報告書の提
出）を2年まで延期することが可能です。
This program is commissioned by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, which requires publication of a user’s report. The publication may be delayed 
for 2 years in order to apply for a patent and submit a paper. 

◆年度末、事務局から「利用報告書作成（A4サイズ1ページ)」及び
「利用者Webアンケート回答」を依頼します。
NMCP office requests submitting a user’s report (1 page A4 size) and completing a web 
questionnaire at the end of the fiscal year.

講習日程調整
Arrangement of training schedule
安全講習、利用ルールの理解
Safety training, understanding facility rules
宣誓書へ同意
Pledge
実技講習
Hands-on training
担当者に連絡し装置予約
Reserve the equipment
実施
Operation

担当者と打ち合わせ
Arrangement with NMCP staff
利用料金の見積もり
Estimation of the usage fee
了承後、実施 
Operation
利用者へ結果の報告
Report of the result to the user

実施
Operation
利用者へ結果の報告
Report of the result to 
the user 

利用者アンケート回答 Online Questionnaire 

◀Word
利用報告書（例）　
Report (example) 

▲Excel
外部への発表報告（例）
Outputs related to experiment (example)論文・発表

謝辞の記載
Paper/presentation
Acknowledgment

利用者が自ら機器を操作します。
The user personally operates the equipment. 

技術支援者が、作業実施を代行します。
NMCP staff operates the equipment on behalf of the user.

※透過電子顕微鏡（TEM） の技術代行に限り、
以下のいずれかが選択可能です。
The following support types are available only in case of technical 
surrogate, when using transmission electron microscopes (TEM): 

①目的指向型：機器を指定しない技術代行です。
（技術支援者が適切な機器を選択します)
Objective-oriented type: NMCP staff specifies the equipment. 

②機器指定型：利用者が希望する機器を指定した技術代行です。
Equipment-oriented type: The user specifies the equipment.

契約に基づき登録設備を用いて、利用者と技術支援者が
共同で実施する「研究結果公開型共同研究」です。
A joint study by the user and NMCP staff using the registered equipment, 
under a contract, with publication of the research results. 

共同研究 Collaborative research

利用を考えている方が2回までお試しで利用できる制度です。課題申請時「トライアルユースを希望する」にチェック
してください。なお、利用可否は課題審査で決まります。
A trial service is available where the user can try operating the equipment once or twice.If you wish to use it, write or select“ Request trial use service” 
when applying for our services.The permission for trial use service is subject to review.

トライアルユース
Trial Use service

ナノテクノロジープラットフォームセンターにて、初心者や若手研究者を奨励する「試行的利用課題」を毎年募集しています。
センターの承認後、利用料や旅費など支出の一部が支給されます。詳細はセンターHP（http://nanonet.mext.go.jp/）
Nanotechnology Platform Center is accepting an application of "Trial-Use-Program" every year to encourage the beginners or young scientists.
After the approval by the center, some of the expenditures such as usage fee and travel fee will be partially covered.
For further information, please check the following website.（http://nanonet.mext.go.jp/） 

試行的利用課題
Trial-Use-Program

担当者と打ち合わせ
Arrangement with NMCP staff

別途契約を締結（NIMS規定による料金）
Contract to be signed separately
(in accordance with the NIMS provisions)

NIMS微細構造プラットフォームHP 
（http://www.nims.go.jp/nmcp） へアクセスしてください。
Please visit our website at http://www.nims.go.jp/nmcp .

利用者登録 
User registration
　利用相談後、「利用者登録」を行って下さい。
　After consultation, please complete user registration.

課題申請 
Application
　利用者登録後、申請システムにログインし、約款等に
　同意　の上、新規課題申請を行って下さい。
　After registration, please log in and agree to "Terms and Conditions" 
　then submit an application.

責任者承認　
Responsibility confirmation

審査
Review

採択
Acceptance
　審査委員が審査し、結果をメールで通知します。
　The application is reviewed by the Review Committee, and the 
　result is sent by email. 　　　　　　

計測技術に精通した専門家が利用者の相談に応えます。
Consultation by a professional staff who is familiar with the analysis technique.

技術相談 Technical consultation

技術支援者が補助・操作方法を指導しながら、利用者が
機器を操作します。
The user operates the equipment with help of NIMS Microstructural 
Characterization Platform (NMCP) staff.

技術補助 Technical support

機器利用 Common use

技術代行 Technical surrogate

★利用報告書提出 Submission of user’s report 
★利用者アンケートの回答 Online Questionnaire
年度末、事務局から依頼をします。
NMCP office requests submitting a user’s report (1 page A4 size) and completing a web questionnaire at the end of the fiscal year.

★謝辞の記載 Acknowledgment 
本事業を利用して得られた研究結果を外部で発表する際は、その旨を記載して下さい。
When you publish a result obtained by using our platform support, please write it as acknowledgment. 

★外部への発表報告 Duty of information regarding publications
論文や学会，特許等で結果を公表する場合は，事務局に報告して下さい。
It is necessary to inform NMCP office about a publication of a research paper, a patent, and so on.

★課金請求 Billing
課題申請時の希望精算方法に応じて、利用料金を算出します。詳細は21ページ。
The usage fee is calculated in accordance with the payment option selected by the user. Details on page 21.

公開の場合 Opened to the public 非公開の場合 Proprietary use 

初めてのご利用の場合 First-time use

非公開
Non-publishing 
project

①

②

③

④

⑤

⑥

②

①
②
①

②
①

③
④

②
①

③
④
⑤
⑥

②
①

③
④

当プラットフォーム事業（公開事業）で開始して、年度途中でNIMS自主事業（非公開事業）に移行した場合、当プラット
フォーム事業（公開事業）の利用報告書は公開型利用に関する部分のみの利用報告書を提出いただき、非公開利用に
移行してからの利用報告書については提出する必要はありません。
Regarding to user’s report submission, if you change your project type in middle of year, the report about “a project with publication of the results” must be 
submitted, but no reports are required about “self-sponsored project”.

Conduction of research After completion of the projectSupport type selection Application

申請の流れ Flow of application
先端計測機器の利用希望・相談や解析支援依頼はメールや
電話で随時受け付けています。
Request for using advanced characterization equipment, consultation or 
characterization assistance, please contact us by email and phone.Inquiries 



光照射とガス照射機能を備えた試料ホルダー
Specimen holder for observation under 

illumination or/ and in a gas environment.  

グラフェン上のPtナノ粒子の高温（800℃）
その場TEM観察

In-situ TEM observation of Pt nanoparticles on 
graphene at 800℃. 

Inset: electron diffraction pattern. 

実動環境対応物理分析電子顕微鏡 
JEM-ARM200F-G

SrTiO3のHAADF-STEM像（左）とABF-STEM像（右).
HAADF-STEM (left) and ABF-STEM (right)
images of SrTiO3.

実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)
Real working environment physical characterization TEM

照射レンズ系、結像レンズ系のそれぞれに収差補
正機能を搭載し、超高分解能（0.08 nm）を実現す
ると共に、試料ホルダーを利用して、様々な実動
作環境におけるその場観察・分析・ポテンシャル
計測を可能にした透過電子顕微鏡です。

・加速電圧: 80, 120, 200 kV
・TEM, STEM, EDS, EELS, 電子線ホ口グラフイー, 
3D観察, 様々な環境下でのその観察（高温
(～1200℃)) 
・ 低温 (～-160℃), ガス雰囲気, 光照射, 
バイアス印加など)

This microscope has TEM image and STEM probe 
aberration correctors for high-resolution 
observations. Furthermore, it enables us to do 
in-situ observation, chemical analysis and potential 
measurement under various conditions by utilizing 
special specimen holders. 

・Acceleration voltage: 80, 120, 200 kV 
・TEM, STEM, EDS, EELS, electron holography, 
3D imaging and in-situ observations (high temperature 
(up to 1200℃), low temperature (low to -160℃), a gas 
environment, illumination, bias application etc).         

材料信頼性実験棟 118室
Room 118, Materials Reliability Laboratories

実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 
JEM-ARM200F-B

グラフェンのHRTEM像
HRTEM image of graphene

照射レンズ系、結像レンズ系のそれぞれに収差補正機能を搭載し、超高分解能（0.08 nm）
を実現すると共に、特殊な試料ホルダーを利用して、様々な実動作環境におけるその場観
察・分析・ポテンシャル計測を可能にした透過電子顕微鏡です。冷陰極電子銃により低加
速でも高分解能STEMが可能です。

・加速電圧: 60, 80, 200 kV
・TEM, STEM, EDS, EELS, 電子線ホ口グラフイー, 様々な環境下でのその観察
（高温: ～1200℃, ガス雰囲気, バイアス印加など）

This microscope has TEM image and STEM probe aberration correctors for high-resolution
observations. It is capable of in-situ observation, chemical analysis and potential measurement 
under various conditions by utilizing special specimen holders. Cold FEG enables high-resolution 
STEM even at low acceleration voltage.

・Acceleration voltage: 60, 80, 200 kV
・TEM, STEM, EDS, EELS, electron holography, and in-situ observations (high temperature up to 
1200℃, a gas environment, bias application etc).

実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)
Real working environmental electron holography microscope

ファインプロセス実験棟 125室
Room125, Fine Processing Laboratories

ナノ磁石構造の電子線ホログラフィー観察
Electron holography observation of a

nano-magnet structure

 

精密計測実験棟 127室
Room 127, Physical Analysis Laboratories

精密計測実験棟 126室
Room 126, Physical Analysis Laboratories

精密計測実験棟 118室
Room 118, Physical Analysis Laboratories

300kV電界放出形透過電子顕微鏡
Tecnai G2 F30

TEM、STEM、EDS、エネルギーフィルター
（GIF)、ローレンツホログラフィー顕微鏡
法が可能な300kV電界放出形透過電子
顕微鏡です。

・加速電圧: 200 kV, 300 kV

This is a 300 kV transmission electron 
microscope equipped with field 
emission gun, TEM, STEM, EDS, energy 
filter (GIF), Lorentz and holography 
microscopy can be performed.

・Acceleration voltage: 200 kV, 300 kV 

300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Tecnai G2 F30)
300kV transmission electron microscope

300kV電界放出形電子顕微鏡 
JEM-3000F

HRTEM, エネルギーフィルター、電子線
ホログラフィーが可能な300 kV電界放
出形透過電子顕微鏡です。

300 kV field emission transmission 
electron microscope. HRTEM, energy 
filter imaging and electron holography 
can be performed.

300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)
300kV field emission transmission electron microscope

200kV電界放出形透過電子顕微鏡
JEM-2100F

多孔質シリカ球の内部構造のTEM-CT観察
TEM-CT observation of mesoporous silica shells.

200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F)
200kV field emission transmission electron microscope

初心者にも使いやすい操作画面を備え、TEM、STEM、EELS、EDS（点・線分析、元素マッピング)、
NBD、CBEDなど多機能を有します。
また、3次元像観察用試料ホルダーおよび再構成ソフトを備えています。

The microscope has a user-friendly operation interface. It supports the following modes:
TEM, STEM, EELS, EDS, NBD and CBED. Three-dimensional observation is possible with a
dedicated holder and tomography software.

ハイドロキシアパタイト被覆Fe3O4ナノ粒子の
元素マッピング

Elemental mapping of hydroxyapatite
coated Fe3O4 nanoparticles.

透過電子顕微鏡 - Transmission Electron Microscopes - 千現地区 - Sengen -



透過電子顕微鏡 - Transmission Electron Microscopes -　  　  千現地区 - Sengen -

200kV透過電子顕微鏡
JEM-2100

初心者にも使いやすい200kV透過電子顕微鏡で
す。LaB6電子銃を搭載し、TEMとEDS (点分析) 
が可能です。電子線回折図形が撮れるCCDカメ
ラ(Gatan Orius200D) も装備しています。

This is a user-friendly 200 kV transmission electron 
microscope with LaB6 Thermal emission gun. It 
supports TEM, EDS (point analysis), and CBED mode. 
It is also equipped with CCD camera for diffraction 
pattern.

200kV透過電子顕微鏡（JEM-2100）
200kV transmission electron microscope

トルマリン (鉱物) のTEM像 (左) および
電子線回析像 (右)

TEM image (left) and diffraction pattern (right)
of Tourmaline (mineral).

サーマルFEGを装備した走査電子顕微鏡。EDSシ
ステムを装備しており、元素分析や元素マップを
得ることができます。試料サイズ、材質の制約が
少なく、汎用性が高いです。

加速電圧: 0.5～30 kV

This scanning electron microscope (SEM) is equipped 
with a thermal field-emission gun (FEG).
EDS for elemental analysis and mapping is possible. 
Various sample sizes and various kinds of materials 
are acceptable.

Acceleration voltage: 0.5～30 kV

走査電子顕微鏡（JSM-7000F）
Field emission scanning electron microscope 

血球のSEM像
SEM image of blood cells.

走査電子顕微鏡
JSM-7000F

JEM-9310FIB (1, 2)、JEM-9320FIB、JIB-4000の計4台
集束イオンビーム装置（FIB） はバルク試料からTEM薄膜
試料片を作製する装置です。サブミクロン精度で興味の
ある場所を加工することが出来ます。
予めFIB内で加工・分離をした試料片をピックアップシス
テムによりメッシュ上へ搬送し接着することも可能です。

Composed of 4 FIBs, e.g., JEM-9310 FIB (1, 2), 
JEM-9320FIB, JIB-4000

An apparatus with which a TEM thin film specimen can 
be directly cut and picked-up from a bulk material. 
A specimen can be made from an interesting place in 
an accuracy of sub-micrometer.　
A membrane that has been ion milled and 
separated out of the bulk inside the FIB in 
advance can be carried and bonded on the 
TEM mesh using the Pick-Up-System.

FIB加工装置
Focused ion beam systems

FIB加工装置
JIB-4000, JEM-9320FIB, JEM-9310FIB1, JEM-9310FIB2

FIBで作製されたNIMSのロゴマーク(上) 
およびSOFC (個体酸化物型燃料電池) 

材料の断面加工 (下)
A nano size NIMS logo fabricated

by FIB (above) and a cross
sectional processing of a solid
oxide fuel cell material (lower).

TEM試料作製装置群
TEM sample preparation apparatus

切断、機械研磨、イオン研磨、化学機械研磨　
（CMP)、包埋、染色処理等。貼り合わせ断面
試料、ダメージレスウェッジ形試料、低温低
加速イオン研磨試料、生体材料試料、高分
子材料試料など、要望に沿った試料作製が
可能です。

There are tools for cutting, mechanical 
polishing, chemical-mechanical polishing 
(CMP), embedding, staining, etc. Cross-sections, 
damage-free wedges, low temperature and 
low energy ion milled and biological samples 
can be prepared.

TEM試料作製装置群
TEM sample preparation apparatus ウェッジ形研磨装置（左上)、ウェッジ形断面TEM試料の光学顕微鏡写真（右上）

およびAlGaN/GaNのHRTEM像（下）
Wedge-shaped specimen polishing machine (upper left), the optical microscope image(upper right) 

and HRTEM image (bottom) of a cross sectional TEM specimen of AlGaN/ GaN.

マイクロサンプリングの手順(左)
作成したTEM薄片試料のSEM像(右上)とSTEM像(右下)

　Micro sampling process(left). 
SEM image(right upper) and STEM image(right lower) of a TEM thin film specimen..

・HRTEM解析システム
　結晶モデリングおよび像計算などの解析
　ツール

・電子線トモグラフィー解析システム
　3次元画像データ解析ツール

・HRTEM analysis system
　Crystal modelling and HRTEM simulation

・Electron tomography analysis system
　3D analysis tools

TEMデータ解析ツール群
TEM data analysis tools

高分解能格子像の
シミュレーションの一例
An example of a simulated 
HRTEM image.

多孔質シリカ多層体のトモグラフィー断面像
A section image of the tomogram of mesoporous silica shells.

デュアルビーム加工観察装置（NB5000）
Dual beam system

集束イオンビーム(FIB)加工と走査型電子顕
微鏡観察(SEM)が可能な装置です。
SEMで観察しながらFIB加工が可能です。
またカラム内で加工薄片をマイクロサンプ
リングすることが出来ます。

An instrument equipped with focused ion beam 
(FIB) fabrication and scanning electron 
microscopy (SEM) functions. SEM observation 
can be carried out during an FIB fabrication.　
Furthremore, the fabricated piece can 
be micro-sampled inside the column.

デュアルビーム加工観察装置
NB5000



超微細特殊実験棟 101室
Room 101, Ultimate Analysis Laboratory

超微細特殊実験棟 104室
Room 104, Ultimate Analysis Laboratory

超微細特殊実験棟 103室
Room 103, Ultimate Analysis Laboratory

超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 108室
Room 108, High Voltage Electron Microscope Laboratory

超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 110室
Room 110, High Voltage Electron Microscope Laboratory

NanoGREEN棟/ WPI-MANA棟 W-105室
Room W-105, NanoGREEN/WPI-MANA Building

透過電子顕微鏡 - Transmission Electron Microscopes -   　  並木地区 - Namiki -    

セラミックス試料作製装置群
Ceramics sample preparation facilities

セラミックス材料、半導体材料に対し切断、機械研磨、ディンプリング、
イオン研磨を行うことで電顕観察用試料を作製できます。また、低加速
イオンミリングにより試料表面のダメージ層を除去できます。

・切断、機械研磨・ディンプリング
・イオン研磨（5 kV、CCDカメラ付属、試料冷却機能付）
・低加速イオン研磨（0.2-2 kV）

TEM-specimen preparation apparatuses consist of cutters, mechanical grinders,
dimple grinders and ion milling systems. It is possible to obtain thin samples of
ceramics and semiconductors suitable for TEM/STEM observation.

・Dimpling
・Ion milling (5 kV; in situ observation by a CCD camera; sample cooling)
・Low-voltage ion milling (0.2-2 kV)

セラミックス試料作製装置群
Ceramics sample preparation facilities

無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置
Model 1040 NanoMill

従来の10分の1のエネルギーで薄片化できるArイオンミリング装置です。
イオン励起二次電子像の観察が可能で、所望な領域のみを薄片化でき、クロスコンタ
ミ、リデポ等による試料汚染を極力抑えることが可能。

・Arイオンエネルギー：50～2000 eV
・イオン電流：1 mA/ cm
・イオンビームサイズ：1 μm
・イオン視斜角：-10～30゜
・試料回転角：360°

This Ar- ion milling apparatus uses ion energies ten times lower than in conventional systems.
The sample is imaged using secondary electrons induced by the Ar ion beam.
Cross-contamination and re-deposition are significantly reduced.

・Ar ion energy: 50～2000 eV
・Ion current: 1 mA/ cm
・Beam diameter: 1 μm
・Glancing angle: -10～30°
・Specimen rotation: 360°

無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置（Model 1040 NanoMill） 
Damage-free TEM Sample milling apparatus

冷陰極電界放出形ローレンツ電子顕微鏡
HF-3000L

層状マンガン酸化物La2-2xSr1+2xMn2O7  (x=0.32)
の60Kにおけるフーコー像
A Foucault image of a layered manganite
La2-2xSr1+2xMn2O7 (x=0.32) at 60 K.

300 kV冷陰極電界放出形電子銃を搭載し、ローレ
ンツ像が観察できます。また、専用ホルダーにより
極低温条件でローレンツ観察が可能です。

・加速電圧: 300 kV, 200 kV, 100 kV
・空間分解能: 1.5 nm (300 kV)
・印加可能水平磁場: 0 - 200 Gauss

It is possible to observe Lorentz images at various
temperatures using dedicated sample holders.

・Acceleration voltage: 300 kV, 200 kV, 100 kV
・Spatial resolution: 1.5 nm (at 300 kV)

冷陰極電界放出形ローレンツ電子顕微鏡（HF-3000L）
Cold-FEG Lorentz electron microscope

原子識別電子顕微鏡
JEM-3100FEF doi: 10.1038/ nm at 1910 

電子顕微鏡にオメガ型エネルギーフィルターを搭
載し、試料を透過した非弾性散乱電子を検出する
ことにより、元素の種類や電子状態の違いを高分
解能で観察することができます。

・粒子像の分解能: 0.17 nm
・元素分布像の分解能: 0.5 nm
・EDS, EELS分析

Equipped with an OMEGA-type energy filter, this
microscope allows high-resolution mapping of
chemical composition.

・Imaging resolution: 0.17 nm
・Spatial resolution of chemical analysis: 0.5 nm
・EDS, EELS analysis

事例 Examples of results

高温強磁性半導体（ZnCrTe）において、
Cr偏析の様子を高分解能で観察し、強磁性特
性とCr偏析の相関を初めて明らかにした。

Cr segregation in a high-temperature
ferromagnetic semiconductor (ZnCrTe)
was observed with a high resolution. The
Cr segregation was correlated with the
ferromagnetic properties. 

原子識別電子顕微鏡（JEM-3100FEF）
Atom-discriminating electron microscope

単原子分析電子顕微鏡
FEI Titan Cubed

ペロブスカイト型鉄酸化物TmFeO3の
環状暗視野像
An ADF-STEM image of perovskite-type 
iron oxide TmFeO3.

照射レンズ系、結像レンズ系のそれぞれに収差補
正装置を搭載することにより、 世界最高レベルの
空間分解能で観察できます。また、モノクロメータ
電子銃を搭載し、単色ビームによる高エネルギー
分解能EELSが可能です。

・加速電圧: 300 kV, 80 kV
・TEM空間分解能: 90 pm （80 kV）
・STEM空間分解能: 60 pm （300 kV）
・エネルギー分解能: 70 meV （80 kV）

It allows to observe TEM/ STEM images with the
world’s top spatial resolution, owing to aberration
correctors at the illumination and imaging lens
systems. The microscope is equipped with a
monochromated electron gun and supports EELS
measurements with a high energy resolution.

・Acceleration voltage: 300 kV, 80 kV
・TEM spatial resolution: 90 pm (at 80 kV)
・STEM spatial resolution: 60 pm (at 300 kV)
・Energy resolution: 70 meV (at 80 kV)

単原子分析電子顕微鏡 (FEI Titan Cubed)
Atomic-resolution analytical electron microscope

冷陰極電界放出形電子顕微鏡
HF-3000S

300kV冷陰極電界放出形電子銃およびエネルギー
フィルターを搭載し、高エネルギー分解能EELSが
可能です。
また、専用ホルダーにより極低温条件でTEM観察
ができます。

・加速電圧: 300 kV, 200 kV, 100 kV
・空間分解能: 0.2 nm（ 300 kV）
・エネルギー分解能: 0.3 eV（ 300 kV）

This cold-FEG transmission electron microscope is
equipped with an energy filter and low-temperature
specimen holders.

・Acceleration voltage: 300 kV, 200 kV, 100 kV
・Spatial resolution: 0.2 nm (at 300 kV)
・Energy resolution: 0.3 eV (at 300 kV)

冷陰極電界放出形電子顕微鏡（HF-3000S）
Cold-FEG transmission electron microscope

MgOおよびY2O3を添加したSi3N4多結晶体の
定性元素マッピング
Elemental mapping of polycrystalline Si3N4
doped with MgO and Y2O3.



低エネルギーのスピン偏極電子ビームを試料に照射し、表面の顕微像を得る。 SPLEEM 
(磁区コントラスト)、LEEM (回折コントラスト、干渉コントラスト等)、LEED (局所領域の回折
パターン)モードによる動画観察および3次元的な磁化方向の解析が可能。

Spin-polarized low energy electron microscope (SPLEEM) provides precise surface imaging 
by illuminating a sample with spin-polarized low energy electron beams. 
Dynamical imaging with SPLEEM (magnetic contrast), LEEM (diffraction and interference 
contrast, etc.), and LEED (diffraction pattern from a selected area) mode and 3D analysis of 
magnetization direction are capable. 

スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡（SPLEEM） 
Spin-polarized low energy electron microscope

走査型ヘリウムイオン顕微鏡
ORION Plus

原子スケールイオン源、回折効果の極小化等により、サブナノメートルの分解能を実現した走査型イオン
顕微鏡です。 高元素識別性、低損傷性、絶縁体高観察能力、大焦点深度。イオンビームによるナノスケール
加工も可能です。H26年度よりガス導入システム（GIS）を追加し、イオンビーム誘起ガス分解堆積を利用して、
金属や絶縁体などのナノスケール構造体の創製が可能です。

This is the most advanced scanning helium ion microscope 
(SHIM) with a very high spatial resolution of sub-nanometer 
scale. The SHIM has relatively small diffraction and charging 
effects, large depth-of-focus, and low irradiation imaging 
but also high resolution nanoscale lithography using the 
highly focused ion beam. Gas Injection System for ion 
beam induced deposition was added in 2014.

走査型ヘリウムイオン顕微鏡（ORION Plus） 
Scanning helium ion microscope 

ヤモリの足の裏
Surface of Gekko's Foot

加工例
Nano-deposition

液中、真空中、ガス雰囲気、加熱、光照射などの環境場における周波数
変調（FM）方式の原子分解能走査型プローブ顕微鏡（SPM）。金属、
半導体、絶縁体、有機材料などの表面形状計測・表面電位計測等が
可能です。表面形状計測等は原子・分子スケールで可能です。

High resolution Frequency-Modulation Scanning Probe Microscope  
(FM-SPM) with controlled environments including in liquid, in vacuum, 
in gas-atmosphere, at elevated temperatures, under light irradiation, 
and so on.  It can be used for atomic-scale surface and interface 
characterization of structures and properties of metals, semiconductors, 
insulators, polymers, and so on.

単結晶マイカ表面の
原子分解能液中AFM像

Atomic resolution AFM image 
of mica in liquid.

環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 
Environment-control frequency-modulation scanning probe microscope

環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡
Environment-control frequency-modulation scanning probe 
microscope 

Potential Image

Monolayer Graphene

Bilayer Graphene

-
Bilayer
Graphene

SiO2

Monolayer Graphene

Bilayer Graphene

TriayerGraphene
Bilayer
Graphene

SiO2

Topography Image

SiO2/ Si(001)上グラフェンの
ケルビンプローブフォース顕微鏡像

印加直流バイアス電圧＝ 2.0 V
KPFM Imaging on Graphene/ SiO2/ Si(001)
- AC modulation voltage amplitude = 2.0 V -

TriayerGraphene

光照射、ガス雰囲気、湿度制御などの環境場における走査型プローブ顕微鏡（SPM）です。金属、
半導体、絶縁体、有機材料などの表面形状計測・表面電位計測等の表面物性評価が可能です。
走査範囲50μm、力学測定が可能で、ナノインデンター機能が有ります。

Scanning Probe Microscope (SPM) with controlled environments including in gas-atmosphere, in 
controlled humidity, under light irradiation, and so on. It can be used for surface and interface 
characterization of structures and properties of 
metals, semiconductors, insulators, polymers, 
and so on. Nano-indentation is possible. 

多機能走査型プローブ顕微鏡
Multifunction scanning probe microscope

多機能走査型プローブ顕微鏡
Multifunction scanning probe microscope

導電性単結晶表面の原子分解能観察およびトンネル分光測定が可能
測定温度: 2.5 K～40 K、78 K
超高真空: <10-8 Pa
試料準備用設備: アルゴンイオンスパッタ銃、ヒーター(～2000℃)、 
電子ビーム蒸着装置、探針先端 観察用電界イオン顕微鏡装置

Scanning tunneling microscope for 
observation of conductive materials placed 
on a single crystal substrate.  
Sample preparation facilities: 
Argon-ion sputter gun, heater (up to 2000℃), 
electron beam evaporator, field ion microscope 
for observation of the probe tip.
Operation temperature: 2.5 K ～ 40 K, 78 K
Vacuum: <10-8 Pa

低温走査型トンネル顕微鏡
Low-temperature scanning tunneling microscope

低温走査型トンネル顕微鏡
Low-temperature scanning tunneling microscope

白金上グラフェンのSTM像. 
STM image of graphene on Pt(111).

極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡
Very low-temperature scanning 
tunneling microscope 

極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡
Very low-temperature scanning tunneling microscope

鉛表面のSTM像とトンネルスペクトル. 
STM/STS data from Pb(111)

導電性単結晶表面の原子分解能観察およびトンネル分光測定が可能
測定温度: 0.4 K (連続50時間)、4.5 K (連続6日)、77 K (連続10日)
可変磁場: 0～16 T
超高真空: <10-8 Pa
試料準備用設備: アルゴンイオンスパッタ銃、ヒーター(～1200℃)、
電子ビーム蒸着装置(最大6蒸着源)、低温マニピュレータ、探針先端
観察用電界イオン顕微鏡装置

The STM is designed for achieving atomic resolution in 
both topographic and spectroscopic modes at low 
temperature in a high magnetic field. Sample preparation 
facilities: Argon-ion sputter gun, heater (up to 1200℃), 
electron beam evaporator (max. 6 evaporator sources), 
low-temperature manipulator, field ion microscope for
observation of the probe tip. 
Operation temperature: 0.4 K (50 hours), 4.5 K (6 days), 
77 K (10 days）
Magnetic field: up to 16 T
Vacuum: <10-8 Pa

走査型プローブ顕微鏡 - SPM -
界面制御実験棟 110室
Room 110, Interface Science Laboratories

精密計測実験棟 215室
Room 215, Physical Analysis 
Laboratories

材料信頼性実験棟 116室
Room 116, Materials Reliability Laboratories

界面制御実験棟 116室
Room 116, Interface Science Laboratories

界面制御実験棟 114室
Room 114, Interface Science Laboratories

標準実験棟 145室
Room 145, Central Building

  千現地区 - Sengen -



   
表面分析 - Surface Analysis -

標準実験棟 146室
Room 146, Central Building

精密計測実験棟 123室
Room 123, Physical Analysis 
Laboratories

  千現地区 - Sengen -

精密計測実験棟 122室 
Room 122, Physical Analysis 
Laboratories

精密計測実験棟 123室
Room 123, Physical Analysis 
Laboratories

飛行時間型二次イオン質量分析装置
PHI TRIFT V nanoTOF

TOF-SIMSは、固体表面に1012  ions/ cm2以下の条件でパルス状一次イオンを照射し、試料表面
 から放出される二次イオンを、飛行時間型質量分析器を用いて質量分析する手法です。専門家 
スタッフの技術代行のもとに、高質量分解能スペクトル測定、2Dイメージング、深さ方向分析、 
3D分析が可能で、半導体材料等の無機材料から高分子等の有機材料等、さまざまな材料の解 
析の支援を行います。

TOF-SIMS is a mass spectrometry technique to analyze secondary ions emitted from a sample
surface irradiated with a pulsed ion beam of less than 1012 ions/ cm2 by using a time-of-flight
mass analyzer. A high-resolution mass spectrum acquisition, 2D imaging, depth profiling and
3D imaging are available for both inorganic and organic materials such as semiconductors and
polymers. Our professional staff assists with measurements and data interpretation.

飛行時間型二次イオン質量分析装置（PHI TRIFT V nanoTOF）
Time-of-flight secondary ion mass spectrometry

電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置
JXA-8500F

電子線プローブマイクロアナライザーは、電子線を試料表面に照射する事により発生する特性X線の波長と
強度から構成元素を分析する手法である。FE-EPMAは、FE電子銃搭載の高感度微小領域EPMAで、0.1 µｍ
オーダーの元素分析が可能。金属、半導体等の表面の組成分析、元素の二次元分布分析（マップ）が可能。

FE- EPMA is equiped with FE type electron gun to obtain high sensitivity and small area analysis 
such as 0.1 µｍ order. The compositonal analysis and elemental mappings are available on the 
surface of metals, semiconductors etc.

電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置（JXA-8500F）
Field emission electron probe micro-analyzer

左部□部拡大
金属間化合物
組成分析結果
Expansion of □ area in 
left figure
Chemical composition of 
intermetallic compounds

  　Sb       Sr     Pt  (mass.%)
A： 33.1  12.0  55.0
B： 38.2   0.3   61.2
C： 23.2   4.8   72.4
D： 26.7   8.4   65.4

SbSrPt合金のマッピング結果
Mapping of SbSrPt alloy

ワサビ葉柄断面切片のTOF-SIMS分析
TOF-SIMS analysis of wasabi petiole cross section

S. Aoyagi, et al., Surf. Interface Anal., Vol. 46, pp.131‒135 (2014)
ワサビと葉柄断面切片

Wasabi and petiole cross section Fragment peaks from sinigrin 
Total Ion

+SIMS Images 

C7H13O2NS+C7H13ONS+[HSO4]Na+ C7H13ONS+

sinigrin＝辛み成分
ungent component)

H KNO

［結論］ 葉で作られたシニグリンが、
師管を通して根に送られることが示唆された。
[Result]
It has been suggested that sinigrin made of 
leaves is transferred to root through the 
phloem.

Result after MCR*

*多変量スペクトル分解法（MCR: multivariate curve resolution）

MCR*適用結果
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走査型オージェ電子分光分析装置
PHI680

オージェ電子分光法（AES: Auger Electron Spectroscopy）は、電子ビームを試料表面に照射し、
表面から放出されるオージェ電子のエネルギー分布を測定し、元素や化学状態を分析する手法
である。微小領域の組成分析や、 高倍率での元素の二次元分分析（マップ）及びArイオンビームに
よるスパッタエッチングで深さ方向分析も可能である。本装置は、超高真空内での試料破断装置
を備えている。

Auger electron spectroscopy (AES) is an analysis method of chemical composition and chemical state 
by measuring the energy distribution of  Auger electrons emitted from the sample surface by electron 
beam irradiation. The chemical composition in small area, elemental Mapping and depth profiling with 
Ar ion beam sputter etching are available.  This instrument comprises sample fracture device in the ultra 
high vacuum.

走査型オージェ電子分光分析装置（PHI680）
Scanning Auger electron microprobe

ガス吸着型比表面積・ナノ細孔径評価装置
Surface area and pore size analyzer

ナノ粒子・マイクロ粒子・ナノファイバー・ナノチューブの比表面積測定・
平均粒径の算出。多孔性材料の細孔径分布評価。窒素ガスの吸着による
200 nm以下のメソ孔や2 nm以下のマイクロ孔の細孔径分布評価に対応。
その他、水蒸気吸着やアルコールなどの有機分子の蒸気吸着測定、
窒素や二酸化炭素、メタンなどの高圧ガス吸着測定。

Evaluation of specific surface area and average particle size for 
nanoparticles/microparticles, nanofiber and nanotubes. Characterization 
of pore size distribution of porous materials including mesopore 
(diameter < 200 nm) and micropore (diameter < 2 nm) range. 
Measurement of vapor adsorption (water, alcohols and volatile 
organic liquids). High-pressure adsorption measurement using nitrogen, 
carbon dioxide, and methane gases.

ガス吸着型比表面積・ナノ細孔径評価装置
Surface area and pore size analyzer 

AA7075（Al-Mg-Zn） 超々ジュラルミン粒界析出物の分析例
AES Analysis of precipitation on the grain boundary of the 
AA7075(Al-Mg-Zn) aluminum alloys

Fe-60wt.ppmS-83wt.ppmB合金破断面の分析例
AES analysis of fractured Fe-60ppmS-83ppmB alloys
試料提供：安彦兼次客員教授（東北大学金属材料研究所）)
データ提供：岩井秀夫（材料分析ステーション）
Sample：Prof. K. Abiko (IMR, Tohoku Univ.)
Analysis by H. Iwai (Surface & Micro-beam Analysis Section)

高分子メソ多孔体の細孔径評価
Evaluation on pore size distribution of mesoporous polymers
S. Samitsu, et a.l, Nature  Commun. , Vol. 4, article 2653 (2013)

ポリスチレンメソ多孔体の細孔径分布
Pore size distribution of mesoporous polymers 

Elemental Map（R：Cu, B：Al, G：Mg）
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桜地区 第2NMR実験棟
The 2nd NMR Laboratory at Sakura

先進構造材料研究棟 109室
Room 109, Advanced Structural 
Materials Buiding

先進構造材料研究棟 118室
Room 118, Advanced Structural 
Materials Buiding

Specifications:
・Continuous operation in the persistent current mode
(500 MHz)
・Magnetic field homogeneity: 2.6×10-6/ 20 mm DSV
・Room-temperature shim
・4 mmCPMAS, 3.2 mmCPMAS, and 4 mmHXYMAS

Specifications:
・Continuous operation in the persistent current mode
(500 MHz)
・Magnetic field homogeneity: 2.6×10-6/ 20 mm DSV
・Room-temperature shim
・4 mm CPMAS, 3.2 mmCPMAS, and 4 mmHXYMAS

 

Specifications:
・Continuous operation in the persistent current mode 
(800 MHz)
・Magnetic field homogeneity: 2.6×10-6/ 20 mm DSV
・Room-temperature shim
・3.2 mm CPMAS (13C, 27Al, and 23Na), 3.2 mm MQMAS 
(from 207Pb to 87Sr), and 1 mm CPMAS (13C, 27Al, and 23Na)

永久電流モードで常時磁場(11.75 T)が発生している超伝導マグネットです。固体の試料を高速で
回転(～22000 回転/ sec) させて固体高分解能NMR測定を行う装置です。また、広幅測定をす
ることもできます。
500 MHz固体高分解能NMR用超伝導マグネット
提供磁場: 11.75 T, 口径: 89 mm

This system is equipped with a superconducting magnet (11.75 T) and allows sample spinning up
to 22 kHz for high-resolution solid-state NMR. This allows broad-line NMR measurement.
500 MHz superconducting magnet for high-resolution and solid-state NMR
Field: 11.75 tesla, 89 mm bore

特徴:
・永久電流モードで常時運転 (500 MHz)
・磁場均一度: 2.6×10-6 / 20 mm DSV
・室温シムつき
・4 mmCPMAS、3.2 mmCPMAS、及び
  4 mmHXYMAS測定対応

永久電流モードで常時磁場(11.75 T)が発生している超伝導マグネットです。固体の試料を高速で
回転(～22000 回転/ sec) させて固体高分解能NMR測定を行う装置です。また、試料の温度を
連続的(-150 ºC＋ 250 ºC )に変えて測定することもできます。
500 MHz固体高分解能NMR用超伝導マグネット
提供磁場： 11.75 T, 口径： 89 mm

This system is equipped with a superconducting magnet (11.75 T) and allows sample spinning up
to 22 kHz for high-resolution solid-state NMR. The sample temperature can be continuously
changed from -150 to +250ºC.
500 MHz superconducting magnet for high-resolution and solid-state NMR
Field: 11.75 tesla, 89 mm bore

特徴:
・永久電流モードで常時運転 (500 MHz)
・磁場均一度: 2.6×10-6/ 20 mm DSV
・室温シムつき
・4 mmCPMAS、3.2 mmCPMAS、及び
  4 mmHXYMAS測定対応

永久電流モードで常時磁場(18.79 T)が発生している超伝導マグネットです。固体の試料を高速で
回転(～22,000 回転/ sec) させて固体高分解能NMR測定を行う装置です。また、1 mm CPMAS 
プローブを用いた場合、試料をさらに高速で回転(～80,000 回転/ sec) させる事もできます。 

800MHz固体高分解能NMR用超伝導マグネット
提供磁場: 18.79 T, 口径: 54 mm

 This system is equipped with a superconducting magnet (18.79 T) and allows sample 
spinning up to 22 kHz for high-resolution solid-state NMR. This allows sample spinning up to 
80 kHz using 1 mm CPMAS probe. 
800 MHz superconducting magnet for high-resolution and solid-state NMR
Field: 18.79 tesla, 54 mm bore 

特徴:
・永久電流モードで常時運転 (800 MHz)
・磁場均一度: 2.6 × 10-6/ 20 mm DSV
・室温シムつき 
・3.2 mm CPMAS (13C, 27Al, 及び23Na), 
3.2 mm MQMAS（207Pbから87Srまで）, 
及び1 mm CPMAS (13C, 27Al, 及び23Na)
測定対応 

 

500MHz固体汎用NMRシステム
500MHz solid-state multipurpose NMR

500MHz固体汎用NMRシステム
500MHz solid-state multipurpose NMR

500MHz固体高分解能NMRシステム
500MHz solid-state high-resolution NMR

500MHz固体高分解能NMRシステム
500MHz solid-state high-resolution NMR

800MHz固体高分解能NMRシステム
800MHz solid-state high-resolution NMR

800MHz固体高分解能NMRシステム
800MHz solid-state high-resolution NMR

耐熱鋼中の析出物三次元分布観察例
3D observation of precipitates in a heat-resistant stee

FIB-SEM-Ar-ionのトリプルガンを装備した電子顕微鏡です。高い空間分解能・
コントラストでのシリアルセクショニングによる3D再構築像観察を可能にす
るため、FIBとSEMとを直交に配置した装置です。
EBSD, EDS, STEM（BF, ADF）などの多彩な検出器による同時測定が可能です。

SEM and FIB columns are arranged orthogonally to realize high resolution and high 
contrast SEM observations. High quality 3D reconstruction observation by a serial 
sectioning, STEM observation, compositional mapping by EDS, orientation 
mapping by EBSD etc., can be obtained.

微細組織三次元マルチスケール解析装置（SMF-1000）
Versatile triple-beam scanning electron microscope, - SEM, FIB and Ar ion -

微細組織三次元マルチスケール解析装置
SMF-1000

微小焦点（φ0.4μm）のX線源を用いた高分解能X線CT装置。
非常に高速なCT処理速度を有しており、材料内部の三次元的な欠陥構造や
組織分散状態の評価が可能。 非接触非破壊で測定できるため、一つのサンプ
ルでの段階的な変化を観察するのに有効。最大出力は160 kVであり、軽元素
からなる材料に対して、高い透過性がある。

High speed algroisms for three dimensional computed tomography.
High transmittance with the maximum output of 160kV, a few centimeters for light 
metals.

マイクロフォーカスX線CT装置 （SMX-160CTS）
High resolution X-ray CT device with micro X-ray source (0.4 μm)

マイクロフォーカスX線CT装置
SMX-160CTS

鉱物

植物

鉱物

植物
FRP

100μm

金属膜

FRP
金属膜

鉱物や植物など幅広い対象物に適用可能
It is applicable to various materials including 
a mineral and the plant.

・炭素繊維強化プラスチック（FRP)の層間剥離や金属やセラミックスなどの
内部欠陥の構造を三次元的に測定可能
・三次元画像の構成後任意の断面で内部構造を定量的に分析可能
・Defects and delamination in metals, ceramics, and FRP can be evaluated 
by 3D tomography.
・This machine can analyze internal structure in any section after the 
constitution of the three-dimensional image quantitatively

3Dイメージング - 3D imaging -     　  千現地区 - Sengen - 固体NMR - Solid-state NMR -  



高輝度放射光硬X線光電子分光装置
Hard X-ray photoelectron spectrometer

高輝度放射光硬X線光電子分光装置
Hard X-ray photoelectron spectrometer

高輝度放射光薄膜・ナノ構造用回折計
8-axis diffractometer for structural analysis of functional thin films 

高輝度放射光薄膜・ナノ構造用回折計
8-axis diffractometer for structural analysis of functional thin films

マグネタイトのFe 2p内殻領域の磁気円二色性硬X線光電子分光。
実験と理論の比較。

Taguchi et al., Phys. Rev. Lett. 115 (2015) 256405.

非線形光学素子材料Pb2Ir2O7-xの粉末回折図形と
Rietveld解析結果

Hirata Y. et al., Phys. Rev. Lett. 110, 187402(2013)

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ができ
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の上限は36 keV、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。微小集光ビームやより高
分解能測定などのため、入射光学系や出射光学系についてもご相談に応じ
ます。

Diffraction data from a crystalline thin film will be collected in a wide recipro-
cal-lattice space using an eight-axis diffacr tometer. In-plane and out-of-plane 
configurations are typically used. A three-dimensional atomic arrangement will be 
analyzed; in addition, surface and interface micrometer roughness, lattice strain, 
depth profile of its density, and so on are obtained.
A pin detector as well as a slit system enables a high angular-resolution measure-
ment. An incident photon energy range of 10 to 20 keV is recommended and the 
energy is available up to 36 keV. The diffractometer used has four degrees of 
freedom for sample rotation and two degrees of freedom for detector rotation. 

固体の電子状態を調べるための光電子分光スペクトルをSPring-8の高輝度
放射光X線を用いて測定することができます。高分解能X線分光器と高分解
能半球型電子分光器の使用により、高いエネルギー分解能測定（240 meV
以下）が可能です。バルクや表面および埋もれた界面の化学結合状態、電子
状態の解析が可能です。光電子の脱出角度依存性から深さ方向に関する電
子状態も測定可能です。2～10 keVのX線を利用できます。試料の温度範囲
は20～420 Kです。

To investigate the electronic structures of solids, photoelectron spectroscopic
experiments using high-brilliant synchrotron X-rays at SPring-8 are available.
By the combination of high-resolution X-ray monochrometer and high-resolution
hemispherical electron analyzer, high-resolution photoemission spectroscopic
measurements better than 240 meV have been achieved. Chemical and electronic
states of bulk, surface, and buried interface of solids can be analyzed by this
method. The take-off-angle dependence of photoemission spectra enables us to
determine depth-dependent electronic states. An available X-ray energy range is
2-10 keV. A sample temperature can be controlled between 20 and 420 K.

高輝度放射光高分解能粉末X線回折装置
High-resolution X-ray powder diffractometer

高輝度放射光高分解能粉末X線回折装置
High-resolution X-ray powder diffractometer

試料自動交換システム付放射光硬Ｘ線光電子分光装置
Hard X-ray photoelectron spectrometer with automatic sample changer

試料自動交換システム付放射光硬Ｘ線光電子分光装置
Hard X-ray photoelectron spectrometer with automatic sample changer

粉末結晶構造解析のためのX線回折強度データを収集できます。2θでの角
度分解能は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50～1000 Kの範
囲で設定可能です。（窒素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6~36 keVまで利用可能）で
す。

A powder diffraction profile is recorded with an angular resolution of about 0.003°.
An imaging-plate detector or one-dimensional detectors are available. A 
maximum of 100 capillary-type samples will be automatically measured. A sample 
temperature of 50 to 1000 K is controlled with Herium or Nitrogen gas blow type 
temperature controllers. A Gandolfi camera is also occasionally available in case 
necessary for a sample with a small volume. An incident photon energy range of 
10 to 20 keV is recommended and the energy is available from 6to 36 keV.

固体薄膜試料の電子状態を調べるための光電子分光スペクトルをSPring-8
の高輝度放射光X線を用いて測定することができます。高分解能X線分光器
と高分解能半球型電子分光器の使用により、高いエネルギー分解能測定
(240 meV以下)が可能です。バルクや表面および埋もれた界面の化学結合状
態、電子状態の解析が可能です。光電子の脱出角度依存性から深さ方向に
関する電子状態も測定可能です。6～10 keVのX線を利用できます。試料への
電圧印加が可能でオペランド測定に対応できます。室温での測定にのみ対
応できます。

To investigate the electronic structures of thin solid films, photoelectron spectro-
scopic experiments using high-brilliant synchrotron X-rays at SPring-8 are 
available. By the combination of high-resolution X-ray monochrometer and 
high-resolution hemispherical electron analyzer, high-resolution photoemission 
spectroscopic measurements better than 240 meV have been achieved. An 
automatic sample change is combined with this apparutus. Chemical and 
electronic states of bulk, surface, and buried interface of solids can be analyzed by 
this method. The take-off-angle dependence of photoemission spectra enables us 
to determine depth-dependent electronic states. An available X-ray energy range 
is 6-10 keV. A bias voltage can be applied to the film sample to perform operando 
measurements. The measurements can be done at room temperature.

高輝度放射光 - Synchrotron X-ray Station at SPring-8 - 播磨地区 - Harima -



NIMS微細構造解析プラットフォームの施設や先端計測技術の利用に興味のある方に、実際に、施設見学や実習による装置利用を
体験してもらい、利用者の研究に役立てていただくきっかけ作りを行うための講習会です。
NIMS微細構造解析プラットフォームの支援者と利用者が直接に交流する場でもあり、face to faceで装置や先端技術に関する紹介
や説明を行います。また利用相談なども受け付けます。

This workshop is for potential users of the NIMS Microstructural Characterization Platform facilities. It includes a guided tour and provides 
hands-on experience with the equipment as well as direct individual interaction between the users and members of the NIMS 
Microstructural Characterization Platform. 

参加費無料 Free 設備利用講習会 
Facility workshop

参加費無料 Free 
担当する地域（ブロック）の産学官の利用者もしくは潜在的な利用者を対象にして年に2回ほど開催します。NIMS微細構造解析
プラットフォームの設備を用いた最新の利用例の報告や、最先端計測技術・設備高度化情報などの紹介をセミナー形式で行
います。支援者・利用者がともに最新の技術動向や企業・大学などの研究者の計測ニーズをリサーチする場として活用いただけ
ればと考えています。

This seminar is held about twice a year for the current and potential users from the industry, academia and government. It provides reports 
of the new results using the NIMS Microstructural Characterization Platform facilities, introduction to the new analysis techniques 
and facility features. 

地域セミナー
Regional seminar

イベントの詳細はホームページ http://www.nims.go.jp/nmcp/ 
でご案内いたします。
Information on these events is provided at the home page: 
http://www.nims.go.jp/nmcp/

講習会・セミナー - Workshops and seminars - NIMSへのアクセス - Access to NIMS -

千現地区
〒305-0047　茨城県つくば市千現1-2-1
Sengen Site：1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki

並木地区
〒305-0044　茨城県つくば市並木1-1
Namiki Site：1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki

桜地区　
〒305-0003　茨城県つくば市桜3-13
Sakura Site：3-13 Sakura, Tsukuba, Ibaraki

千現地区・並木地区・桜地区
Sengen・Namiki・Sakura Site

◇NIMSつくばエリア各地への定期便を
ご用意しています。
NIMS operates shuttle buses 
connecting its three Tsukuba sites
http://www.nims.go.jp/nims/office/
nims-bus.html

播磨地区 SPring-8
Harima Site

〒679-5148　兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1（ SPring8内）
Harima Site： SPring-8, 1-1-1 Koto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo

◇播磨地区のアクセスについては、こちらをご覧ください。
-For further information, please visit following URL.
（SPring8 HP）http://www.spring8.or.jp/ja/about_us/access/
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45 minBus 30 min

JR 60 min
Bus 90 min

JR Shinkansen 
150 min
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走査型プローブ顕微鏡 － SPM － 

表面電子顕微鏡 － Surface Electron Microscopy － 

表面分析 － Surface Analysis － 

固体NMR － Solid-state NMR － 

高輝度放射光 － Synchrotron X-ray (SPring-8) －

3D イメージング － 3D imaging － 

Heイオン顕微鏡 － He Ion Microscope － 

試料作製
TEM sample preparation
TEM観察
TEM observation
解析
Data analysis

※作業内容によって金額が変わります。　詳しくは装置担当者へご相談ください。

≪機器を指定しない技術代行≫
Technical surrogate (NIMS staff selects and operates the equipment; yen/ hour) 

※透過電子顕微鏡（TEM）の技術代行に限り、選択可能です。
　This is ailable only for technical surrogate of TEM.

技術指導料
Technical guidance fee

≪機器を指定しない技術補助≫
Technical support (yen/ hour) 

※2017年10月に利用料金を一部改定
Revised some of the usage fees on October 2017.

※2017年10月に利用料金を一部改定
Revised some of the usage fees on October 2017.

中小企業
smaller companies

大企業
Large companies

大学・公的機関
University Public institution

1,050 2,100 3,150

中小企業
smaller companies

大企業
Large companies

大学・公的機関
University Public institution

1,655~

2,155~

3,310~

4,310~

4,965~

6,465~

1,050 2,100 3,150

利用料金一覧 ‒ Usage fees ‒

課金単位
Reservation

per

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

利用形態
Support type

場所
NIMS
campus

装置名
Equipment

大企業
Large

companies

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

大企業
Large

companies

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

大企業
Large

companies

機器利用（1hあたり）
Common use
(yen/hour)

技術補助（1hあたり）
Technical support
(yen/hour)

技術代行（1hあたり）
Technical surrogate &
　Collaborative study

(yen/hour)

①機器利用
　Common use

②技術補助
Technical support

③技術代行
Technical surrogate

④共同研究
Collaborative study

Day
（8h）

Hour
（1h）
Hour
（1h）
Hour
（1h）
Hour
（1h）

（4h）
Session

Hour
（1h）

Day
（8h）
Day
（8h）
Day
（8h）

Day
（8h）

Day
（8h）

Day
（8h）

Day
（8h）

Hour
（1h）

Shift
（8h）
Shift
（8h）
Shift
（8h）
Shift
（8h）

 ―  ―  ― ― 6,000~ ―  ― ― 3,000~ 9,000~

500 1,000

 ―  ―  ― ―  ―  ―

1,500

6,000~3,000~ 9,000~

4,0002,000 6,000

5,000~2,500~ 7,500~

5,000~2,500~ 7,500~

3,7501,250 2,500

1,000 2,000 3,000 5,2501,750 3,500

1,000 2,000 3,000 5,2501,750 3,500

1,500 3,000 4,500 2,250 4,500 6,750

7,1252,375 4,750500 1,000 1,500 3,7501,250 2,500

6,750~3,375~ 10,125~

500 1,000 1,500 2,650~3,7501,250 2,500 1,325~ 3,975~

500 1,000 1,500 2,650~3,7501,250 2,500 1,325~ 3,975~

500 1,000 1,500 2,650~3,7501,250 2,500 1,325~ 3,975~

5,500

3,250~

2,650~

8,250

4,875~

3,975~

2,750

1,625~

1,325~

2,650~ 3,975~1,325~

― ――

― ――

― ――

― ――

― ――

― ――

3,7501,250 2,500

3,7501,250 2,500

5,800~ ―  ― ― 2,750 5,500 8,250 2,900~ 8,700~

3,789

3,789

3,789

3,789 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―  ―

 ―

 ―

 ―

1,263

1,263

1,263

2,526

2,526

2,526

 ―   ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ―

 ― 1,263 2,526

千現
Sengen

千現
Sengen

千現
Sengen

千現
Sengen

千現
Sengen

千現
Sengen
千現
Sengen

桜

桜

桜

Sakura

Sakura

Sakura

千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen

千現
Sengen

播磨

播磨

播磨

播磨

Harima

Harima

Harima

Harima

スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡
(SPLEEM)

飛行時間型二次イオン質量分析装置
(PHI TRIFT V nanoTOF)
電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置
(JXA-8500F)
走査型オージェ電子分光分析装置
(PHI680)
ガス吸着型比表面積・ナノ細孔径評価装置
(Surface area and pore size analyzer )

微細組織三次元マルチスケール解析装置 
(SMF-1000)
マイクロフォーカスX線CT装置
(SMX-160CTS）

500MHz固体汎用ＮＭＲシステム
(500MHz solid-state multipurpose NMR)
500MHz固体高分解能ＮＭＲシステム
(500MHz solid-state high-resolution NMR)
800MHz固体高分解能ＮＭＲシステム
(800MHz solid-state high-resolution NMR)

極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡 
(VLT-STM)
低温走査型トンネル顕微鏡
(LT-STM）

環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡
(FM-SPM）

多機能走査型プローブ顕微鏡
(Multi-SPM）

走査型ヘリウムイオン顕微鏡 
(ORION Plus)

高輝度放射光硬X線光電子分光装置
(Hard X-ray photoelectron spectrometer)
高輝度放射光高分解能粉末X線回折装置
(High-resolution X-ray powder diffractometer)
高輝度放射光薄膜・ナノ構造用回折計
(8-axis diffractometer for structural analysis of functional thin films)
試料自動交換システム付放射光硬Ｘ線光電子分光装置
(Hard X-ray photoelectron spectrometer with automatic sample 
changer)

③・④

③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

③・④

③・④

②・③・④

②・③・④

②・③・④

③・④

③・④

③・④

③・④

利用料金一覧 ‒ Usage fees ‒

透過電子顕微鏡 － TEM －

実動環境対応物理分析電子顕微鏡
(JEM-ARM200F-G)
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡
(JEM-ARM200F-B)
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 
(Tecnai G2 F30)
300kV電界放出形電子顕微鏡
(JEM-3000F）
200kV電界放出形透過電子顕微鏡
(JEM-2100F1, JEM-2100F2)
200kV透過電子顕微鏡
(JEM-2100)
走査電子顕微鏡
(JSM-7000F)
FIB加工装置
(JIB-4000, JEM-9320FIB, JEM-9310FIB1, JEM-9310FIB2)
デュアルビーム加工観察装置
(NB5000)
TEM試料作製装置群
(TEM sample preparation apparatus)
ウルトラミクロトーム
(Leica EM UC6)
HRTEM解析システム
(HRTEM analysis system)
電子線トモグラフィー解析システム
(Electron tomography analysis system)
原子識別電子顕微鏡
(JEM-3100FEF)
冷陰極電界放出形ローレンツ電子顕微鏡
(HF-3000L)
冷陰極電界放出形電子顕微鏡
(HF-3000S)
単原子分析電子顕微鏡
(FEI Titan Cubed)
セラミックス試料作製装置群
(Ceramics sample preparation facilities)
無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置
(Model 1040 NanoMill)

千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen

千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
千現
Sengen
並木
Namiki
並木
Namiki
並木
Namiki
並木
Namiki
並木
Namiki
並木
Namiki

Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）

Hour
（1h）
Hour
（1h）

Hour
（1h）

Hour
（1h）
Hour
（1h）
Hour
（1h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Session
（3.5h）
Hour
（1h）

課金単位
Reservation

per

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

利用形態
Support type

場所
NIMS
campus

装置名
Equipment

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

②・③・④

②・③・④

②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

①・②・③・④

③・④

①・②・③・④

2,000

1,500

1,000

500

―

4,000

3,000

2,000

1,000

― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

6,000

4,500

3,000

1,500

6,310~

5,310~

4,310~

3,310~

9,465~

7,965~

9,150

7,650

6,150

4,650

3,050

2,550

2,050

1,550

6,100

5,100

4,100

3,100

3,155~

2,000 4,000 6,000 6,310~ 9,465~9,1503,050 6,100 3,155~

2,000 4,000 6,000 6,310~ 9,465~9,1503,050 6,100 3,155~

2,000 4,000 6,000 6,310~ 9,465~9,1503,050 6,100 3,155~

2,000 4,000 6,000 7,000 10,5008,2502,750 5,500 3,500

2,655~

1,500 3,000 4,500 5,310~ 7,965~7,6502,550 5,100 2,655~

2,155~

1,655~

6,465~

1,000 2,000 3,000 4,310~6,1502,050 4,100 2,155~ 6,465~

1,000 2,000 3,000 4,310~6,1502,050 4,100 2,155~ 6,465~

4,965~

500 1,000 1,500 3,310~4,6501,550 3,100 1,655~ 4,965~

500 1,000 1,500 3,310~4,6501,550 3,100 1,655~ 4,965~

500 1,000 1,500 3,310~4,6501,550 3,100

500 1,000 1,500 3,7501,250 2,500

1,655~ 4,965~

3,310~4,6501,550 3,100 1,655~ 4,965~

3,310~4,6501,550 3,100 1,655~ 4,965~

3,310~4,6501,550 3,100 1,655~ 4,965~

3,310~1,655~ 4,965~

4,0002,000 6,000

千現
Sengen ①・②・③・④

機器利用（1hあたり）
Common use
(yen/hour)

技術補助（1hあたり）
Technical support
(yen/hour)

技術代行（1hあたり）
Technical surrogate &
　Collaborative study

(yen/hour)

大企業
Large

companies

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

大企業
Large

companies

大学
University 中小企業

smaller
companies

公的機関
Public
institution

大企業
Large

companies

―　 ―　 ―　

①機器利用
　Common use

②技術補助
Technical support

③技術代行
Technical surrogate

④共同研究
Collaborative study


