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１．本学の目標とする教育・研究と設備 
本学においては、学部教育では「国際性と倫理観を備え、実践力に富む人材を育てる」、

大学院教育では「高度専門技術者を養成する。特に博士後期課程は、アカデミアのみなら

ず広い分野で活躍する博士を養成する」ことを中期目標に掲げている。また、研究活動で

は「総合コミュニケーション科学を創造し、その世界的拠点となることを目指し、研究活

動の戦略的活性化を図り、世界レベルの研究水準の達成を目指す」ことを目標としている。 

このような教育研究、特に実践的な技術者や世界レベルの研究者を育成するという目標

を達成するためには、その基盤となる教育研究環境の整備、とりわけ教育研究設備の整

備・充実は欠かせない。このため、研究設備センターでは、学内共同利用の基盤的設備、

基盤的大型設備の維持と機能の充実を図ることを業務とし、教育研究活動のサポートを行

ってきた。 
また、創設１００周年を見据えて「ＵＥＣビジョン２０１８ －１００周年に向けた挑

戦－」も策定され、その中にも「国際標準を満たす基礎学力の上に、国際性と倫理観を備

え、実践力に富む人材を育成する」ことが謳われており、更に本学の教育・研究の目標に

沿って、より着実な教育研究設備の整備・充実を目指していくことが必要である。 
 
 
２．教育研究設備の現状と課題 

本学の教育研究設備は、全体的に老朽化・陳腐化し、特に、基盤的大型設備は、故障等

により、教育研究活動に支障が生じることも懸念される状態にある。 
これまでは、毎年度 文部科学省への予算要求を行いつつ、学内で一定規模の設備関係

予算を確保して、その更新・維持に努めてきた。しかしながら、近年 国立大学への運営

費交付金が漸減傾向にある中で、このような対応は難しくなっている。また、本学の特色

を生かした重点的研究拠点作りのために先端的設備への先行投資などが必要であるが、本

学の財源では 対応が極めて困難な状況である。 

 
 

３．設備マスタープラン策定の主旨 
「本学の使命に根ざした新たなビジョンに沿った教育研究事業（中期目標）」を展開し、

国民と社会の期待およびニーズに対応していくための環境を維持しつつ、さらなる教育研

究設備の充実を図る。そのためには教育研究設備の共用等、効率的・効果的利用をより一

層促進し、学内の全体ニーズを俯瞰しつつ厳選した設備を導入することが必要である。こ

れらを考慮し教育研究設備を更新する計画として教育研究設備整備計画（以下「設備マス

タープラン」という。）」を策定する。 
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４．設備マスタープラン（構成と内容） 
 設備マスタープランの構成は、(1) 教育研究設備整備の基本的考え方、(2) 対象の中心

となる設備、(3) 具体的な整備計画、(4) 共同利用の促進、(5) 経費の確保、及び(6) 概算

要求の計画とし、それぞれの内容は次のとおりである。 
 
（１）教育研究設備整備の基本的考え方 

本学の設備整備については、設備の集中管理と運営を行う「研究設備センター」にお

いて、全学的な調整を図りつつ、①更新の必要性・緊急性（老朽化・陳腐化の状況）、

②今後期待される教育研究の成果、③これまでの教育研究の実績、④学内外における利

用計画、についての総合的な評価を行い、これらを基に設備マスタープランの策定やそ

の見直し案を取りまとめ、教育研究評議会、経営協議会及び役員会での審議を経て、学

長がこれを決定する。 
 
（２）対象の中心となる設備 

本学の設備マスタープランの対象となる設備は、大学全体として必要な教育研究設備

とし、学生実験や学科・専攻実験のための教育設備や実験・実習工場の設備についても

含めるものとする。 
また、教育研究設備の更新に係る経費や利用目的に応じ、次のとおり区分する。 

a．基盤的設備 
共同利用の教育研究設備で３千万円未満の額のもの 

b．基盤的大型設備 
共同利用の教育研究設備で３千万円以上のもの 

 
（３）具体的な整備計画 

設備マスタープランの現時点における具体的な設備計画については、①基本的に汎用

性の高い機器、ユーザーの多い機器、及び外部資金を獲得できる機器を優先すること、

②新しく導入あるいは更新される設備は「３研究室以上が恒常的に利用すること。」、

初心者ユーザーに対する説明会（少なくとも年１回）を必ず実施すること。」及び「原

則として依頼測定を受け入れること。」などを勘案して作成した。 

 

 

（４）共同利用の促進 
① 共同利用の原則 

本学の設備は、学内共同利用はもとより、可能な限り大学間連携等による共同利用に

供することを原則とする。 
② 再利用（他機関を含む） 
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研究プロジェクトのために整備した先端的研究設備は、当該プロジェクト終了後に学

生教育用設備に転用したり、他大学等への移管を図るなど、既存設備の学術上の有効

利用を促す再利用(リユース)に努める。 
また、費用対効果を勘案しつつ、他大学、民間等からの設備の移管について、積極的

に検討をする。 
 
（５）経費の確保（概算要求と大学の自助努力） 

①基盤的設備の更新等については、維持費、運営費及び移転費等も含めて学内予算措

置を基本とし、毎年度必要な予算を確保する。 
② 基盤的大型設備（国からの承継財産等を含む）の老朽化等に伴う更新については、

特に高額であり、学内予算で整備することが困難であることから、継続的に文部科

学省へ予算要求（特別経費（基盤的設備等整備））を行うものとする。結果、予算

の措置が認められなかった設備については、間接経費等又は目的積立金の財源から

の捻出を検討する。 
 
（６）概算要求の計画 

① 概算要求（特別経費）の平成２６年度から２７年度の予定は次表のとおりである。 
（単位：千円） 

設 備 の 名 称 更新・新規 予 算 額 
共焦点スペクトルイメージャー 新規 71,000 
先端ナノマシン材料システム 更新 100,000 

高分解能走査型電子顕微鏡 更新 80,000 

多機能X線分析システム 更新 120,000 
 

② 概算要求予定の設備の概要 

設備の概要､装置の必要性等は、別紙２｢概算要求を予定している基盤的大型設備

の概要｣のとおりである｡ 

 

 

５．教育研究設備の管理・運営等（研究設備センター） 
研究設備センターにおいては、これまで、設備更新等に当たり、設備の整備状況、老朽

化・陳腐化の状況及び設備の利用実績を総合的に判断しつつ、文部科学省への予算要求を

行うとともに、全学的に連絡・調整を行って、共同利用の促進や既存設備の維持・管理に

努めてきた。また 設備の維持・管理に要する経費については、学内にて配分される維持

費に頼るだけでなく、ユーザからの使用料金徴収、依頼測定の実施による外部機関からの

使用料金徴収といった収入による自助努力も行ってきているところである。 
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設備マスタープランに関しては、同計画の全面的な見直しを行うために、平成 24 年度

に研究設備センター運営委員会において全学的な設備調査を行った。具体的には、基盤的

設備・基盤的大型設備を有する学内の全ての部局に対して、大学の設備マスタープランに

掲載すべき設備のリスト（「設備調査票」）を、優先順位を付けて提出させた。その結果、

「設備調査票」の提出のあった部局は、実験・実習支援センター、ものつくりセンター、

研究設備センター 基盤研究設備部門、研究設備センター 先端研究設備部門、宇宙・電磁

環境研究センターであり、本学の基盤的設備・基盤的大型設備は、ほぼすべてがこれらの

部局に集中している。さらに学内の研究・教育グループにも「設備調査票」の提出を呼び

かけ、本学が重点的に進めていく「教育・研究活動」に必要な新規の基盤的大型設備もリ

ストアップを行った。 

 

 
 

６．設備マスタープランの見直し 

この設備マスタープランについては、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

７．設備マスタープラン対象外の設備について 

設備マスタープラン対象外の本学の有する教育研究設備においても、設備一覧を作成

し、より一層の有効活用を図る。 
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（別紙１） 

教育研究設備整備計画表 

                                                            （単位：千円） 

年度別設備名 区分 新規／更新等 特別経費 法人内経費 

今
中
期
計
画
期
間 

平成 26 年度     171,000  43,000  

共焦点スペクトルイメージャー 基盤的大型 新規 71,000    

先端ナノマシン材料システム 一式 基盤的大型 更新 100,000    

基礎科学実験分光分析システム 基盤的設備 更新  24,000  

ワイヤー放電加工機 基盤的設備 新規   19,000  

平成 27 年度     200,000  38,000  

高分解能走査型電子顕微鏡 基盤的大型 更新 80,000    

多機能 X 線分析システム 基盤的大型 更新 120,000    

ICT 活用アナログ回路実験設備 基盤的設備 更新  23,000  

操作フライス盤（一号機） 基盤的設備 更新   15,000  

次
期
中
期
計
画
期
間 

平成 28 年度以降     299,000  88,000  

二重収束質量分析計 基盤的大型 更新 52,000    

デバイスプロセス評価装置 一式 基盤的大型 更新 66,000    

宇宙通信工学実習設備 基盤的大型 更新 37,000    

X 線回折実験実習システム 基盤的設備 更新  30,000  

CNC/精密旋盤（一号機，二号機） 基盤的設備 更新   20,000  

高分解能 X 線回折装置 基盤的大型 更新 50,000    

結晶方位分散分析走査型電子顕微鏡 基盤的大型 更新 94,000    

操作フライス盤（二号機） 基盤的設備 更新   15,000  

電子線元素状態分析用実験・実習システム 基盤的設備 更新   23,000  

合          計 670,000  169,000 
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(別紙２) 

概算要求を予定している基盤的大型設備の概要 

 

共焦点スペクトルイメージャー （カールツァイス LSM710） (26年度要求事項) 

 

  １．装置の概要 

 本装置は，生理的な状態での細胞や組織の高解像度三次元蛍光像を記録・解析する

ための，共焦点光学系を用いた蛍光顕微鏡システムである．複数の励起用レーザーと

高感度多チャンネル分光検出器を搭載し，多様な蛍光プローブや光反応性物質に対応

可能な構成となっている．また顕微鏡ステージ

上のインキュベータにより，生細胞・生組織標

本の長時間の観察が可能である．(1)細胞形態や

細胞内微細構造及びそれらの経時的変化の高解

像度の計測・解析，(2)各種タンパク質を始めと

する生体機能分子の細胞内局在，及び生きた細

胞におけるその時間的・空間的動態の詳細な計

測・解析，(3)生体応用を目指した新規機能性分子（蛍光・発光プローブ，光反応性分

子など）の性能や効果の検証・評価など，幅広い実験目的に利用することができる． 

 

  ２．装置の必要性 

 ライフサイエンスや医療の場での応用を目指した新規機能分子の開発や，バイオイ

メージングによる生体システムの研究などの分野においては，生きた状態の細胞や組

織を対象とした光学的計測装置は必須である．特に，精密で高度な生体機能解析や，

高性能な新規蛍光プローブや光機能性分子などの開発・研究のためには，高感度かつ

高解像度の蛍光顕微鏡システムが必要だが，本学では現在，十分な性能を有する装置

は設置されていない．共焦点蛍光顕微鏡は，先端的な光学測定機器であると同時に，

すでに多くの教育研究機関で共通機器として導入されており，医工学・生物工学分野

関連の研究においてはもはや必須の基盤機器である．本装置により可能となる細胞内

微細構造の三次元計測，生体分子の局在・動態の解析，光反応性分子を用いた細胞刺

激及びその応答解析などの実験手法は，生細胞・組織の正常機能や病態，生体高分子

の生理機能などの解明を目的とした研究のみならず，生体応用を目的として新規に開

発した各種プローブ（ガン細胞検出プローブ，脳機能イメージング用プローブなど）

の性能評価においても極めて有用である．本装置は，多くの教員によって活用される

ことが期待され，本学での研究開発の促進・活性化の効果が大きいとともに，光技術

とその生体応用に関わる技術者・研究者の人材育成という面での教育効果も期待され

る． 
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先端ナノマシン材料システム (エリオニクス ENT-3100他)（26年度要求事項） 

 

１.装置の概要  

先端ナノマシン材料システムは、次世代マイクロロボット

などに使われる先端ナノマシン材料の加工、形状評価、硬さ

評価に用いられ、微小表面材料性評価システム（写真 a）、超

微細放電加工装置(写真 b )、超深度形状測定顕微鏡システム

(写真 c)、走査型プローブ顕微鏡(写真 d)から構成される。 

本設備では微細ロボットの作製に必要なナノスケールの材

料を対象として、その機械的形状、機械的強度、特性および

微細加工を同時に実験できる体制を実現するために必要とし

ている。昨今の半導体や高分子材料およびセラミックスなどの

脆性材料のナノからミクロな特性が解明されてきており、実用

化に向けて、工学的なマイクロナノ構造設計と加工技術の確立

が急務となっている。さらに電子、光材料に機械的機能を加え

た先端ナノマシン材料を使ったデバイスはバイオ生体材料な

どと融合し、人体にインプラントされることが想定されてお

り、生体材料と人工物の境界面の計測、分析および加工処理が

医工学の分野でも重要視されている。このような高度な先端境界領域の研究開発および教

育を充実させることは、人と人工物、人と人の高度なコミュニケ

ーション世界の実現に不可欠なデバイスやシステムを創造させる

ことに直結し、次世代の本学の先端的研究を支える、国際的な競

争力を高める設備として極めて重要になる。 

   

２．装置の必要性 

 現有設備はすでに 15年が経過し、一部は老朽化し、初期の

性能を発揮することができず、メーカーにおける保守部品も

なくなっており、次世代の基盤研究や産業技術支援には対応

できなくなっている。導入当時、ベンチャー創出のための研

究者、技術者の育成のために、学内の各分野の院生や研究者

には不可欠の整備として、重要な役割を果たしていた。しか

し現在、各方面の研究は従来の金属材料やセラミックスから生体バイオ材料にその焦点が

移り、最新の研究開発の要求 

レベルを満足することが難しくなっている。さらに次世代に向けた産業創出や産学官連携

さらには国際的な共同プロジェクトを立案実施するためには、先端的な設備の導入が不可

欠となっている。最近の研究動向では研究領域の複合化に伴い、1つの試料を機械的特性、

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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化学的特性および生物的特性から評価分析あるいは加工することが多くなっている。その

ため、これらの課題を迅速にかつ精密に実行するために複数の計測機器、加工機器を連携

させ、より効果的な実験ができるようにすることが重要になっている。 

 

 

高分解能走査型電子顕微鏡（日本電子(株), JSM-6340） (27年度要求事項) 

 

  １．装置の概要 

 半導体、超伝導、磁性体、バイオ、

光、高分子などの幅広い材料の表面、

断面を数ナノメートルの高分解能で二

次電子および反射電子像観察ができる

電界放出型の電子顕微鏡で、材料の組

成元素、発光分析、欠陥分析を可能と

するエネルギー分散型 X 線分析装置

EDS、カソードルミネッセンス CL、電子

線励起電流 EBICが備わっている。 

 

２．装置の必要性 

 毎年の保守契約により既存装置は維持されているが、2～3年後には電子銃の交換が

必要となり、真空度も劣化し、現在の数十ナノメートルの高分解能を維持できなくな

る。また、操作を行うコンピュータの OSが古く、2～3年後には制御系ソフトに問題が

発生した際の対応ができない。さらに、最先端の電子、光材料の開発には微小領域の

元素分析、欠陥評価などの付属設備が必要であるが、既存装置では増設は不可能であ

る。低エネルギーで表面の形状をより高分解能で観察する事が、本学での今後のナノ

テク、ナノサイエンスの研究分野の発展には不可欠であることから必要な設備である。 
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多機能Ｘ線分析システム （リガク UltimaIII他） (27年度要求事項) 

 

  １．装置の概要 

 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。既設の装置は、粉末 X 線回折

装置（２台）と単結晶 X 線回折装置となっていて、本学での上記分野での研究に利用

されてきた。これらの装置群の機能・性能をさらに高度化したシステムとして、多機

能 X線分析システムへの更新を要求する。 

 

  ２．装置の必要性 

 現有の粉末 X 線回折装置のうち１台（M18XSF22） は、導入から 20 年以上経過して

いるため、故障が頻発し、また製造メーカーの変遷に伴い、修理不能の状態となって

いる。もう１台も設置後 10年が経過していて制御系や X線発生装置に不具合が頻発す

るようになっている。これらの既存設備はどちらも年間の使用時間・人数は 900 時間・

40 名と頻繁に利用されており、どちらかの装置が利用不能となれば、たちまち利用者

の研究に停滞を生じさせることにつながる。このため、設備の更新は急を要する。一

方、単結晶の構造解析は特に有機機能性材料や生体機能物質の構造研究で必須であり、

既存設備（Saturn70 CCD）は年間を通じてフルに稼働している。しかし、これも導入

後 10年を経過して老朽化も目立ってきている。これを高輝度な X線源と、高感度検出

器を組み合わせた装置に更新することで、これまで困難であった微小結晶測定が可能

となり、また、タンパク質結晶の測定も効率的に行うことができ、新規材料等の基礎・

開発研究に大きく貢献できる。 
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二重収束質量分析計 （日本電子 JMS-600） (28年度以降要求事項) 

 

  １．装置の概要 

 生体機能、磁性、光機能性等を有する機能性材料の開発研究を通じた大学院生と学

部学生の教育に資する化学構造解析機器である。具体的には、機能性材料の開発に関

わる有機化合物や金属錯体全般の分子量を測定する基盤的分析装置であり、電子衝撃

(EI)法または高速原子衝突(FAB)法によりイオンを発生させるイオン化部分、二重収束

質量分析部を備えたイオン種の質量分離部分およびイオン検出部分から構成される装

置である。簡便な操作で化合物の分子量測定、分子量の精密測定による元素組成分析、

フラグメントイオン解析が迅速に行える。試料の導入部分にはガスクロマトグラフ装

置を連結して、混合物試料や揮発性試料のガスクロ

マト分離と質量分析を組み合わせた GC/MS測定にも

対応できる。 

 

  ２．装置の必要性 

 本装置は、理工系専門大学として材料科学、物性

科学、生体機能システム学に関する先進的で質の高

い教育研究を実現するための基盤的設備である。現

有の装置は、導入から 10年以上経過しているが、堅牢な装置であるため現役で頻繁に

利用されている。測定制御が Windows によるコンピュータ制御できるように更新され

ており、操作性の良さを維持している。一方、高分解能測定や FAB 測定も可能な装置

であるが、測定条件の調整がすべてマニュアルなため、専門の測定担当者がいない現

状では、測定条件の切り替え作業が行えず、利用がないのが実情である。同様に、ガ

スクロマトグラフ装置も設定がすべてマニュアルであるため、操作が複雑で難しく利

用が無い。結果として、試料の直接導入による低分解能の EI測定専用機として限られ

た利用しかできず、利用者を減らす状況である。併せて、真空維持、調整の部位での

故障も増えてきた。従って、装置の更新による本体性能と測定操作の制御性の向上は、

低分解能 EI 測定に加えて高分解能測定、FAB 測定、GC/MS 測定を可能にし、現代の教

育と研究の利用要望および学外の共同利用に耐えうる装置としての有効活用につなが

るため必要性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 



11 

デバイスプロセス評価装置 一式（ケーサイエンスKE807B他） (28年度以降要求事項) 

 １．装置の概要 

 本装置は、電子、光デバイスの作製、評価を行うもので、

電子ビーム蒸着装置（写真 a）、スパッタリング装置（写真

b）、ワイヤボンダー(写真 c)、冷却水装置、拡散酸化炉(写

真 d)、電気特性測定装置（半導体パラメータアナライザ、

ネットワークアナライザ、高周波プローブマニュアルステー

ション）(写真 e)から構成されている。冷却水装置は、屋外

に置かれ、給水管でクリーンルーム内の装置に循環冷却水を

供給する。 

 

２．装置の必要性 

 これらの装置は平成９年度に購入して以来かなり消耗し

ており、大規模な修繕なしでは機能を発揮できなくなり、更

新が必要である。これらの装置は、クリーンルーム内のプロ

セス装置として重要であり、多くの教員が利用している。ま

た、測定機器である半導体パラメータアナライザは旧式のも

ので測定できる最低電流、最高電流が十分ではなく、高性能

デバイス測定には適さない。また、パルス信号を与え測定す

ることもデバイス性能評価には必要であり、既存の半導体パ

ラメータアナライザにはパルス信号発生器がついていない

うえプログラムも旧式で

あるため、利用しにくい状

況となっている。また、高

周波プローブマニュアル

ステーションの機械部分

が 20年近く経つと消耗し、

大規模な修繕が必要とな

る。本装置を更新すること

によりプローブステーシ

ョンに温度可変機能が備わるとデバイスの特性を温度を変えて測定できるのでデバイ

ス特性を詳細に調べることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) 

(b) 

(c) 

(e) 
 

(d) 
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宇宙通信工学実習設備(米国VIAsat社3106型ペデスタル他)(28年度以降要求事項) 

 

１．装置の概要 

当該設備は、三基の低軌道衛星追尾受信装置から成っている。二基は UHF帯 3.6m

Φパラボラアンテナにより高感度かつ左右円偏波同時受信可能である点に特徴が

あり、またもう一基は VHF 帯ログペリアンテナおよび UHF 帯 1.8mΦパラボラアン

テナによる広帯域電波を一度に受信可能である点に特徴がある。これらの全ての追

尾受信装置は、全て米国 VIAsat社 3106型ペデスタルを使用しており、高速・高精

度追尾受信性能を有し、宇宙通信工学授業の実習のみでなく、多様な衛星の追尾受

信に対応可能である。 

２．装置の必要性 

装置は、全て宇宙・電磁環境研究センター附属菅平宇宙電波観測所内に設置して

あり、講義・実習を併せた専門科目「宇宙通信工学」の実習設備として毎年使用し、

実習には不可欠な設備である。当該科目は宇宙・電磁環境研究センターが主体とな

って開講し、毎年学内 30名、多摩地区国立５大学数名の受講生がある。この実習時

期以外は、設備の特性を活かし、多様な衛星電波を利用した研究に継続使用されて

いる。三基の衛星追尾受信装置とも、初期導入以来 30年以上経ち、途中大規模改修

を行ったが、ア

ンテナ及び制

御系に傷みが

目立つことと、

高周波可及び

送信機能追加

の希望が高い

ことから、再度

大改修と機能

向上を行う必

要がある。 
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高分解能Ｘ線回折装置（フィリップス X’Pert MRD ） (28年度以降要求事項) 

 

１．装置の概要 

 半導体、超伝導、磁性体、バイオ、光、高分子などの

幅広い材料の結晶構造、結晶性（配向性、欠陥、歪）、

密度を X線回折により測定する。４軸操作を可能とし、

目的に合わせた測定モードで測定ができ、固体材料、薄

膜などの材料研究には不可欠である。また、超格子など

ナノ構造の解析ソフトも備えている。 

 

２．装置の必要性 

 現有の設備は X線回折装置の精密機械部の消耗により性能が発揮できなくなりつつある。

また、制御ソフトウェアも古くなり更新が期待できない状態である。本装置の消耗品、部

品等の交換には多額の費用がかかることを考慮すると、新型装置に更新することにより性

能はもとより、安全性も飛躍的に向上し、利便性も高まるものと考えられるため更新を希

望する。特に、X線回折装置の性能は、金属酸化物半導体、ナノ材料、カーボン材料の評価

など新規ニーズにこたえるように装置そのもの、ソフトの性能が高まっているため、装置

を更新することにより研究の活性化、産学官連携の促進が期待される装置である。 

 

 

 

結晶方位分散分析走査型電子顕微鏡 （日本電子 JSM-7800F） (28年度以降要求事項) 

 

  １．装置の概要 

 熱陰極型電界放出電子源を有する高分解能走査

型電子顕微鏡 (SEM)に結晶方位分散分析装置

(EBSD)を備えた複合型装置で、電子・機械材料の

微細結晶構造解析と結晶方位分布分析等に用いら

れる。物質の結晶方位の分散状況を広範囲に短時

間で分析可能であることから、新物質・新材料の

製造プロセスによる構造と結晶方位変化を高速・

高精度に分析できるため、「結晶方位制御理論」に基づく新材料開発には必須の装置

である。 

  ２．装置の必要性 

 現有装置は輝度・分解能ともに不足しているため、現在では EBSD装置を冷陰極型走
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査型電子顕微鏡(S-4300(写真))に移設して使用中である。しかし、冷陰極型電界放出

電子線源は測定時間中に輝度が減少する短所を有し、連続的な分析には不向きである。

また、両装置の制御系コンピュータと OSが古くサポートが既に終了しており、故障の

場合には修理が出来ない状況となっている。 

 導入予定の熱陰極型電界放出走査型電子顕微鏡は、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結晶方位分散分析が可能となり、さらには新 EBSD分解能

の上昇によって、より高精度かつ系統的な分析が可能となる。SEM-EBSD装置は、電子・

機械材料の開発や分析等の研究用途に用いるが、結晶方位制御による物質・材料の特

性制御を行う新領域研究に必須装置として広く認知されており、早急の更新が必要で

ある。 

 毎年、学内利用者向けの使用講習会を開催すると共に、各種研究に対して専門スタ

ッフがサポートする体制も整えている。本学の先端研究の質的・量的向上に真に寄与

する分析機器の一つである。 

 


