
学内共用設備「X 線回折装置」に関する設置方針案

平成 25 年 4 月 17 日

設備マスタープランの作成に際し、学内共用の大型設備としての「X 線回折装置」に関し

て、（1）多機能 X 線分析システム（更新、研究設備センター基盤部門）、（2）高分解能 X

線回折装置（更新、研究設備センター先端部門）および（3）X 線回折実験実習システム（更

新、実験実習センター、S 学科学生実験）が挙げられている。これらの設備について性能・

用途の比較および設置・利用方針案を記す。この方針は、既設設備の管理者および更新設

備の要求責任者と利用者の一部の教員が検討した結果である。検討者：安井、野崎、島田、

浅井、奥野、中村(仁)、谷（順不同）。

X 線回折法は物質の構造研究に不可欠の実験手段である。本学で行われている、新規半導

体材料（単結晶薄膜、多結晶薄膜など）の開発、各種機能性物質・材料（蛍光・発光物質、

強誘電体、磁性体など）の創製などでは、作成した物質の構造情報と性質の関係を知るこ

とは研究の方向性を決定していくうえで欠かせない情報である。また新規物質や生体分子

（タンパク質など）の構造決定では、X 線回折法は原子レベルでの詳細な構造情報を得る最

も強力な手段となる。測定試料の形態（粉末及び多結晶薄膜、単結晶薄膜、単結晶）や、

知りたい構造情報（粉末・多結晶試料の同定分析、単結晶薄膜の結晶性・結晶配向、単結

晶の結晶構造解析）により測定方法や測定に必要な回折装置に特徴がある。また、既設の

装置の利用状況もふまえ、設置・利用方針を立案した。

○性能・用途の比較

（1） （2） （3）

設備名 多機能 X 線分析システム 高分解能 X 線回折装置 X 線回折実験実習システム

形式 3 装置から構成される（リ

ガク社製）

①高分解能多目的試料水平

型 X 線回折装置 SmartLab

K1 システム

②多目的試料水平型 X 線回

折装置 Ultima IV

③単結晶 X 線構造解析装置

Saturn724 CCD VM/DW

高分解能 X 線回折装置（日

本フィリップス社製）

2 装置から構成される（リ

ガク社製）

①卓上型粉末 X 線回折装置

②IP 読取装置

使用・性

能

①、②は主に粉末試料、多

結晶薄膜試料について X 線

回折データの測定を行う。

幅広い材料の結晶構造、結

晶性（配向性、欠陥、歪）、

密度を X 線回折により測定

①は粉末試料についての X

線回折データの測定と、デ

ータベースソフトウエアを
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①のの装置では高分解能

K1 光学系を有しており、

高精度な格子定数の測定、

高分解能な回折パターンの

測定が可能である。また、

②の装置は汎用の試料水平

型回折装置であり、粉末試

料の基本的な測定を高速に

行うことができる。高精度

の測定とルーチン的な測定

の場合とで①と②の装置を

それぞれ補完的に使用す

る。

単結晶試料の構造解析には

③の装置を用いる。高輝度

な微小焦点 X 線発生装置に

専用の X 線集光ミラーを組

み合わせ、従来の 100 倍以

上の強度の X 線を試料に照

射することが可能である。

する。目的に合わせた測定

モードで測定できる。超格

子などナノ構造の解析ソフ

トも備えている。

用いた物質の同定分析を行

うことができる。②は単結

晶試料のラウエ法 X 線回折

写真を撮影した IP（イメー

ジングプレート）を読み取

るための装置である。

主 な 使

用 目

的・用途

①、②は粉末試料および多

結晶薄膜試料の粉末 X 線パ

ターンによる同定分析およ

び構造解析のための回折デ

ータ測定に用いる。③は分

子性結晶やタンパク質結晶

の単結晶 X 線構造解析に用

いる。

主としてエピタキシャル成

長などで得られた単結晶薄

膜材料の構造評価に用い

る。

S 学科 3 年次専門実験で粉

末 X 線回折測定、ラウエ法

による結晶方位測定に用い

る。

主 な 利

用 者 グ

ループ

①、②：S 専攻 安井研、

小久保研、村中研、中村(仁)

研、奥野研、浅井研、沈研、

一色研。センター等 岩澤

研

③：S 専攻 石田研、安井

研、平野研

S 専攻 野崎研、内田研、

一色研、山口研、水柿研、

守屋研

S 学科電子工学実験第 1、応

用物理工学実験第 1 と第 2

（島田、谷）、生体機能シス

テム実験第 2（安井）

既 設 の ①、②に相当する設備は「低 H24 年度利用件数約 200 週に 2 日（前学期）あるい



設 備 で

の 利 用

状況

温粉末 X 線回折装置」およ

び「DSC 粉末 X 線同時測定

装置」である。H24 年度の

利用件数はそれぞれ約 320

件、使用時間約 1000 時間。

③に対応する「CCD 型単結

晶 X 線回折装置」では 140

件、3500 時間。

件、使用時間 1860 時間 は 3 日（後学期）が実験曜

日として割り当てられてい

る。

○設置・利用方針（案）

学生実験での粉末 X 線回折実験は研究設備センターの装置でも測定は可能であるが、週

に最大 3 日間をそれに割り振ることは、他の利用者の測定時間数を考慮すると不可能であ

ると考える。そのため、卓上型の小型装置を導入し、学生実験専用として利用することが

必要である。また、ラウエ法の X 線回折写真測定は、研究設備センターの単結晶 X 線回折

装置では対応できない。この測定には、さらに X 線発生装置とラウエカメラが必要である

が、これらの装置的な寿命は長いと考え、検出器である IP（イメージングプレート）の読

み取り装置の更新のみを要求する方針とした。

（1）の装置のうち粉末 X 線回折計について、既設の設備が 2 台あるが、いずれの装置も

ほぼフル稼働状態といえる。粉末 X 線回折測定は装置の立上げも含め、1 測定あたりの時

間は１時間～5 時間程度と見積もられる。1 日の利用可能時間を 8 時間とし、年間 250 日利

用した場合、利用可能時間は年間 2400 時間となるが、後学期（特に 12 月以降）に利用が

集中することを考えると、機能の異なる装置を 2 台設置して、補完的に利用することが効

率的な利用につながると考える。

（1）の単結晶 X 線回折計では、1 件当たり平均 25 時間の測定時間となっている。終夜

で自動測定をすることが一般的に必要であり、このため、年間利用時間が 3000 時間を超え

ている理由である。（2）の装置でも 1 件当たり 10 時間以上の測定が必要となっており、ま

た測定対象が単結晶薄膜であるため、他の装置では対応ができない。

以上のことから、本学の研究設備センターおよび実験実習センター管理の X 線回折計と

しては、上記（1）から（3）の装置・システムを設置することが望ましい。



学内共用設備「蛍光顕微鏡」に関する設置方針案 H25.3.26

設備マスタープランの作成に際し、学内共用の大型設備としての「蛍光顕微鏡」に関

して、(1) 共焦点スペクトルイメージャー（新規、センター基盤部門）と、(2) 動き解

析・蛍光カラー顕微システム（既設、センター先端部門）に含まれる蛍光顕微鏡につい

て、以下、それらの性能・用途の比較と設置・利用方針案を記す。

なお、「生体分子解析装置（既設、Ｓ学科）」については、電気泳動ゲル等のマクロ撮

影用の機器であり、顕微鏡というカテゴリーに含まれないと思われるので、ここでは除

外している。また、(2)のシステムに含まれる「蛍光顕微鏡システム VB-7000」は顕微

鏡用高感度カメラであるが、それ自体で顕微鏡としての機能を持つものではないため、

下記には含めていない。

《性能・用途の比較》

設備名 共焦点スペクトルイメージャー 蛍光顕微鏡

型式 LSM710（カールツァイス社製） BZ-9000（キーエンス社製）

設置部局 研究機器センター基盤部門 研究機器センター先端部門

仕様・性能 光学系：共焦点光学系

励起光源：複数の固定波長レーザー＋可

変波長レーザー

蛍光検出：多チャンネル分光センサ

光学系：従来型落射蛍光光学系

励起光源：水銀ランプ

蛍光検出：冷却 CCD カメラ

蛍光顕微鏡

としての特

徴

高解像度。厚い標本（組織標本）の観察、

３次元蛍光像の取得が可能。多波長励起

／蛍光スペクトルイメージングが可能

広範囲の蛍光観察（電動ステージによる

2 次元 XY スキャンと複数視野像の統

合）が可能。明視野や位相差観察も可能。

その他の特

徴

レーザー光源を光活性物質の局所励起

にも使用可能。ステージ上の CO2イン

キュベータにより生細胞・生組織を生理

的環境下で長時間観察可能。

コンパクトな一体型。筐体でステージが

遮光されるため暗室不要で、他機器との

共存が可能。

主な使用目

的・用途

組織標本中の細胞構造の３次元計測。細

胞内の微細構造や分子局在の観察およ

び動態の解析。新規蛍光分子・光機能性

分子の生体応用と評価。

予想使用頻度：年間 150 日、20 名程度

機械系（マイクロマシン等）からの生体

試料の観察およびマニピュレーション。

比較的大きなサイズの蛍光性サンプル

が対象。

現在の使用状況：年間 100 日、15 名

主な利用者 バイオ関連研究室（生体応用指向の有機

合成関連研究室も含む）

マイクロマシン関連研究室
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《設置・利用方針（案）》

(1)は、基盤部門（東６・１階？）の暗室に設置し、主として新規蛍光プローブ・光

機能性分子の開発や、蛍光を用いた生体システムの構造・機能解析の研究用途に用いる。

また学生実験（Ｓ学科３年、新研究科プログラムの一部？）にも活用する。

(2)は、暗室不要という特長を活かし、現設置場所（東８−３０６）において動き解析

システムの他の計測機器と併用することで、主としてマイクロマシン関連の研究・開発

における多角的な評価のために活用する。

なお、バイオ関連研究でも簡便な蛍光観察のためには(2)を、マイクロマシン関連研

究でも高解像度の蛍光観察が必要な場合には(1)を活用する。

《設置・利用方針（案）について意見交換をした方の所属・氏名等》

・知能機械工学専攻 教授 青山 尚之

文責：白川（英）



学内共用設備「走査型電子顕微鏡」に関する設置方針案 H25.4.5

設備マスタープランの作成に際し、学内共用の大型設備としての「走査型電子顕微鏡」

に関して、1) 電界放出型走査電子顕微鏡（既設、研究機器センター先端部門）、2) 結晶

方位分散分析走査電子顕微鏡（既設、研究機器センター基盤部門）について、以下、そ

れらの性能・用途の比較と設置・利用方針案を記す。

なお、SVBL で申請予定の「走査型電子顕微鏡」は、断面観察等に適するようワーキ

ングでスタンスが広く、そのため高分解能観察や各種付属装置(現有のエネルギー分散分

析装置や結晶方位分散分析装置)の設置には適しておらず、別個の走査型電子顕微鏡とし

て申請する方針である。また、基盤部門で導入した EPMA は元素分析に特化した装置で

あり、これも別のものとする。したがって、本学に設置する走査型電子顕微鏡は、本申

請(研究機器センター基盤部門)、先端部門申請予定、岩澤研(導入済み)の 3台となる。

《現有の走査型電子顕微鏡の性能・用途の比較》

設備名 電界放出型走査電子顕微鏡 結晶方位分散分析走査電子顕微鏡

型式 S-4300（日立製作所製） S-3500（日立製作所製）

設置部局 研究機器センター基盤部門 研究機器センター基盤部門

仕様・性能 電子線源：冷陰極型電界放出型

分解能：1.0nm

エネルギー分散型分析装置： B 以上、

冷媒使用

電子線源：熱電子放出型

分解能：5.0nm

EBSD：結晶方位分散分析装置

走査型電子

顕微鏡とし

ての特徴

高輝度と高解像度により、超微細な構造

の観察と、短時間で高精度な分析が可

能。

熱電子源により長時間安定した観察が

可能。また、大きなチャンバーにより大

型試料の観察も可能。

その他の特

徴

優れた高分解能により、1nm までの超微

細構造の分離可能。

反射電子による菊池線回折像から結晶

方位分布の分析とそのマッピング作成

が可能

主な使用目

的・用途

電子材料や機械材料の微視構造の観察

と、その元素分析に用いられる。これに

よって、材料の製造プロセスや条件の違

いによる組織・構造変化を評価できる。

電子・機械材料の微細構造の観察と、そ

れを構成する元素分析に用いられる。特

に生成された結晶方位分散を分析可能

で、新材料の製造プロセスによる結晶方

位変化を TEM を用いずに解析が可能

で、材料開発には必須の装置である。

ただし、現有 SEM は輝度・分解能がや

や不足しているため、現在では EBSD 装

置を左記 S-4300 に移設して使用中。
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現在の使用状

況と更新後に

見込まれるユ

ーザ等

現在の使用頻度：年間 155 日、20 名程

度

現在の使用状況：年間 25 日、8 名

研究設備セン

ターで調べた

使用状況

2012 年（1 月～12 月）：

使用人数：12 人；使用件数：155 件

使用時間：1,127.5 時間

2011 年（1 月～12 月）：

使用人数：16 人；使用件数：115 件

使用時間：694.2 時間

2010 年（1 月～12 月）：

使用人数：18 人；使用件数：121 件

使用時間：1,016.4 時間

2012 年（1 月～12 月）：

使用人数：8 人；使用件数：17 件

使用時間：48.5 時間

2012 年（1 月～12 月）：

使用人数：2 人；使用件数：23 件

使用時間：126 時間

使用人数：10 人；使用件数：43 件

使用時間：236.5 時間

主な利用者 電子材料、機械材料関連研究室 電子材料、機械材料関連研究室



《更新(予定)の走査型電子顕微鏡の性能・用途》

設備名 電界放出型走査電子顕微鏡

型式 JSM-7800F(Jeol）

設置部局 研究機器センター基盤部門

仕様・性能 電子線源：熱陰極型電界放出型

分解能：0.8nm

エネルギー分散型分析装置： B 以上、

冷媒不要

EBSD:高速結晶方位分散分析装置

走査型電子

顕微鏡とし

ての特徴

長時間安定な高輝度と高解像度により、

さらに超微細な構造の明瞭な観察と、短

時間で高精度な分析が可能。EBSP マッ

ピングもより短時間で詳細に収得が可

能になり、ユーザー拡大へ

その他の特

徴

電子線源の高輝度・安定化により、より

多岐にわたる観察・分析が可能となる。

また、二つの走査型電子顕微鏡の統合に

よって操作系が一つになり、より多くの

利用者が利用可能になる。

主な使用目

的・用途

電子・機械材料の超微細構造・結晶方位

分散の分析と、その構成元素の分析に用

いられる。種々材料の製造プロセスや条

件の違いによる組織・構造変化の評価が

可能となる。

統合後に予想される使用頻度:年間 200

日、30 名程度

主な利用者 電子材料、機械材料関連研究室

《設置・利用方針（案）》

上記の 1) 電界放出型走査電子顕微鏡と2) 結晶方位分散分析走査電子顕微鏡を一台に

統合して使用し、個々の持っていた短所を解消するだけでは無く、大幅の性能向上を図

る。すなわち、1)の短所であった電子線源の冷陰極型電界放出を熱陰極型電界放出型に

変更し、これにより輝度・安定度が大幅に高まることから、短時間で精度の高いエネル

ギー分散型分析や結晶方位分散分析が可能となる。基盤部門（東６・１階）の無磁場室

に設置し、主として、電子・機械材料の開発や分析等の研究用途に用いる。



文責：三浦（博）

SVBL 棟 FE-SEM について

野崎

《現有の走査型電子顕微鏡の性能・用途の比較》

設備名 電界放射走査電子顕微鏡

型式 JSM-6340F（日本電子製）

設置部局 研究機器センター先端部門

仕様・性能 電子線源：冷陰極電界放射型

分解能：1.0nm

(1kV で 150,000 倍、15kV で 250,000

倍)

Working distance: 25 mm

エネルギー分散型分析装置： B 以上、

冷媒使用

反射電子検出器（トポ、組成）

走査型電子

顕微鏡とし

ての特徴

高輝度と高解像度により、低加速電圧で

の超微細な表面構造の観察と反射電子

像による組成像、トポ像の観察可能。

その他の特

徴

積層膜の高分解能断面観察を可能とす

るステージ傾斜機能(-5～45o)。

主な使用目

的・用途

電子材料(主に半導体)やデバイス構造断

面、表面の微視の観察とナノ粒子、ナノ

ロッド、ナノワイヤの観察。その元素分

析に用いられる。反射電子像によるト

ポ、組成像による表面形状、積層膜にお

ける各膜厚の測定。

現在の使用状

況と更新後に

見込まれるユ

ーザ等

2012 年度：

使用人数：60 人；使用件数：543 件

使用時間：1,577.8 時間

2011 年度：

使用人数：53 人；使用件数：350 件

使用時間：1,005.5 時間

主な利用者 電子材料(特に半導体材料、デバイス研

究)



《更新(予定)の走査型電子顕微鏡の性能・用途》

更新予定装置では、上記の機能すべて必要であり、新たに EBIC による半導体材料欠陥解析機能

が望ましい。SVBL クリーンルームで作製されるデバイス、レジジストパターンの迅速な測定な

ため SVBL 棟に設置されることが望ましい。測定結果に基づき、すぐにクリーンルーム内で最適

化を実施できることが必要。

《設置・利用方針（案）について意見交換をした方の所属・氏名等》

・知能機械工学専攻 准教授 三浦 博己

・先進理工学専攻 教授 野﨑 眞次
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