
浜松キャンパス共同利用機器センターは、静岡大学浜松キャンパス内で個別に管理

していました汎用性の高い分析機器装置を集約・管理し、効率的に運用することを

目的として平成21年4月に設立されました。平成22年４月からは、電子工学研究所
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 浜松キャンパス共同利用機器センターは、工学部内で個別に管理していました汎用性の高い

分析機器装置を集約・管理し、効率的に運用することを目的として平成21年4月に設立されま

した。平成22年4月からは、電子工学研究所ナノデバイス作製・評価センター内の分析機器装

置も含めまして、静岡大学学内共同教育研究施設として運営されております。 

 

 本センターは、各種大型評価・分析機器等を利用する学内の教育・研究の用に供するだけで

はなく、学外からの試験委託にも対応するとともに、関連技術の研究・開発を行い、本学の教

育研究の進展および産学連携活動の推進を図る（「浜松キャンパス共同利用機器センター規

則」参照）所存ですので、利用者皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

                                    

 

2013年4月 

 

                        浜松キャンパス共同利用機器センター長 

 

                                   村 上 健 司 

浜松キャンパス共同利用機器センター概要とご挨拶 
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ご利用にあたって 

 

・センターを利用するに当たっては、研究室単位で登録申請が必要です。 

（登録申請は当センターWebサイトの『登録申請』より行ってください。) 

・センターに入室するには、静脈認証システムへの登録が必要です。 

（センター教職員室（総合研究棟101室）に登録を申し出てください。） 

・利用は原則として予約制です(2日前まで）。予約時間は守ってください。 

・機器の無断使用、無断キャンセルはしないでください。 

・利用料金は予約時間により課金します。 

・利用者の故意・不注意による故障等は、修理費を求める場合もあります。 

・時間外の利用については、事前にセンターの許可が必要ですので、センター長

（rskmura@ipc.shizuoka.ac.jp）に電子メールで申し出てください。 

 利用者登録責任者の監督のもとでおこなってください。 

 

 

ご利用手順 

1. 当センターWebサイト『機器予約』で利用機器の予約状況を確認後、オンライン予約 

2. 機器利用に際しては、機器に備え付けの使用簿に氏名・研究室名・使用時間を記入 

 

 

※詳細は、当センターWebサイトの『センター概要』『利用方法』をご覧ください。 

※当センターWebサイトURL【http://kyodoriyo05.eng.shizuoka.ac.jp/HP/index.html】 

利用方法 



静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センター 

 

4  

No 
機器名   

（型番） 
機器の用途 メーカー アドバイザー 担当 設置場所 課金単位 

1 
汎用SEM 

(S-3000N) 

2次電子表面観察 

 

日立ハイテ
ク 

友田 新村 102 半日 

2 
分析SEM 

(JSM-5510LV) 

表面観察と元素
分析 

日本分光 村上 竹内 103 半日 

3 
その場計測FE-SEM 

(JSM-7001F) 

高分解能表面形
態観察、元素分
析、結晶相解析 

日本電子 
他 

村上 友田 

 

104 半日 

4 
TEM 

(JEM-2000FXII) 

透過電顕 日本電子 坂元 高橋 103 半日 

5 
金スパッタ 

(SC-701AT) 

SEM用金コート サンユー電
子 

村上 友田 

 

103 1時間 

6 
ミクロIR 

(MFT-2000) 

赤外線での物質
同定 

日本分光 友田 友田 

 

102 半日 

7 
マクロIR 

(FT/IR550) 

赤外線での物質
同定 

日本分光 川井 友田 

 

102 半日 

8 
ラマン分光 

(NR-1800) 

可視光での物質
同定 

日本分光 友田 友田 102 半日 

9 
ESCA 

(ESCA-3400) 

光電子での表面
原子の同定 

島津製作所 下村 友田 

 

104 1日 

10 
原子吸光 

(SolarS4-AA) 

吸光での元素分
析 

サーモエレ
クトロン 

前田 草薙 104 半日 

11 
元素分析 

(FlashEA) 

元素分析 サーモエレ
クトロン 

戸田 草薙 104 半日 

12 
粉末XRD 

(RINT2200) 

粉末のX線解析 理学電機工
業 

奥谷 百瀬 

 

103 半日 

13 
高機能XRD 

(ATXG) 

薄膜のX線解析 理学電機工
業 

脇谷 百瀬 

 

103 半日 

14 
FE-EPMA 

(JXA-8530F) 

微量組成分析 日本電子 村上 小山 104 半日 

15 
熱分析 

(DTG-60A) 

耐熱温度・熱量
の計測 

島津製作所 戸田 草薙 

竹内 

104 半日 

16 
電気化学計測 

(Solartron1280Z) 

交流インピーダン
スサイクリックボ
ルタンメトリ 

東陽テクニ
カ 

村上 草薙 104 半日 

17 
汎用AFM 

(SPI3800) 

最大20μm四方の
表面観察 

セイコーイ
ンスツル 

岩田 新村 102 半日 

18 
簡易AFM 

(VN-8010) 

最大200μm四方
の表面観察 

キーエンス 岩田 新村 102 半日 

19 
SPM 

(JSPM-5200) 

AFMおよびSTM観
察 

日本電子 岩田 友田 102 半日 

20 
ICP発光分析 

(Optima2100DV) 

溶液中の微量元
素定量 

パーキンエ
ルマー 

新村 竹内 104 半日 

機器一覧(総合研究棟１F） 
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機器一覧（ナノデバイス作製・評価センター） 

No 
機器名   

（型番） 
機器の用途 メーカー アドバイザー 担当 設置場所 課金単位 

N1 
FE-SEM 

(JSM-6320F) 

高分解能表面形態
観察 

日本電子 村上 青山 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N2 
分析FE-SEM 

(JSM-7001F) 

高分解能表面形態
観察、元素分析、
結晶相解析 

日本電子 村上 青山 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N3 
STEM 

(JEM-2100F) 

走査・透過電顕 日本電子 坂元 高橋 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N4 
FIB 

(JIB-4500) 

イオンビーム加工 日本電子 下村 

 

高橋 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N5 
イオンスライ
サー 

TEM用試料を作製 日本電子 坂元 高橋 ナノデバイ
ス作製・評

半日 

N6 
FT-IR 

(JIR-WINSPEC50) 

赤外線での物質同
定(室温） 

日本電子 村上 青山 

 

ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N7 
UV-VIS分光光度
計 

(UV-3100PC) 

紫外ー可視光での
物質の同定 

島津製作所 村上 青山 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N8 
分光エリプソ
メータ 

(FZCVW) 

多層膜の膜厚・光
学定数測定 

溝尻光学 村上 青山 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N9 
薄膜XRD 

(RINT UltimaIII) 

粉末・薄膜のX線
回折 

リガク 下村 小山 ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 

N10 
広域AFM 

(XE-70) 

Z軸応答範囲12μm
の表面観察 

パークシス
テムズ 

友田 高橋 

青山 

ナノデバイ
ス作製・評
価センター 

半日 
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機能 ：  

高真空中で電子線を走査しながら

試料に照射し、飛び出てきた電子

を検出して像を得る。通常２次電

子像で観察するが、反射電子像も

観察可能であり、これは導電性を

もたない生物観察などに有効であ

る。クールステージを使用すれば

低温での観察ができて、電子線照

射の発熱による試料の損傷を抑え

ることができる。  

No.1  機器名 ：汎用ＳＥＭ  

   型番 ：S-3000N  

      メーカー：日立製作所  

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：友田 和一  

   担当者 ：新村 千江  

性能 分解能：2次電子像 3.5 nm、反射電子像 5.0 nm 

 倍率：×15～×100,000（加速電圧、WD、試料により異なる） 

電子光学系 フィラメント：タングステンヘアピン 

 加速電圧：0.3～30 kV、照射電流：10-12～10-17 A 

ステージ ステージ：移動範囲32mm×32mm,傾斜±90°,回転360° 

 クールステージ：温度範囲 ＋10℃～－20℃ 

機能 ：  

本装置は、走査電子顕微鏡の制御から画像の表示記録までの捜査をパソコンのマウスで行うことができるPC-

SEMである。オートフォーカス、オートスティグマ、オートコントラスト・ブライトネスなどの充実したオー

ト機能による操作と簡単に最適条件に

設定することができるレシピ機能も備

えている。ズームコンデンサレンズ

は、高分解能観察とエネルギー分散型

X線分析装置(EDS)による元素分析時

にプローブ電流を変えてもフォーカズ

が変わらず、使いやすく、高真空モー

ドにおける高分解能観察と低真空モー

ドにおける非導電性試料の無蒸着観察

から元素分析まで可能である。  

No.2  機器名 ： 分析SEM 

   型番 ：JSM-5510LV 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０３号室  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：竹内 州 

性能 分解能：高真空(HV)モード3.5 nm（加速電圧 30 kV） 

    低真空(LV)モード 4.5nm（加速電圧 30 kV） 

 倍率：×18～300,000（HVモード） 

試料 最大 32 mmφ 

電子銃 加速電圧0.5～30 kV 

像の種類 二次電子像（HVモード）、反射電子像（LVモード） 

試料交換 ステージ引出式 
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 静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センター 

機能 ：  

電界放出型電子銃を採用している

ので、超高倍率の観察が可能と

なった。 

またＴＴＬ（Through The Lens)検

出器を使えば、低加速電圧での高

倍率の観察ができる。 

No.3  機器名 ： その場計測FE-SEM 

   型番 ：JSM-7001F 

      メーカー： 日本電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー： 村上 健司 

   担当者 ： 友田 和一 

 

倍率  SEI×10 ～ 1000,000（条件が最良の場合）  

電子銃  インレンズサーマル FEG  

観察モード  2次電子像、 反射電子像、 TTL 

分析等  EDS（エネルギー分散元素分析）, EBSD（後方散乱電子線回折） 

機能 ：  

透過型電子顕微鏡です。 

試料に電子線を照射して、当てた

反対側で像を観察します。透過し

たものによる明視野像、回折 

による暗視野像、干渉による格子

像が観察できます。 

CCDカメラを追加したので、撮像

が容易になりました。 

性能 加速電圧 ～200kV  

 倍率 50～1,000,000 

No.4  機器名 ： TEM 

   型番 ：JEM-2000FXⅡ 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：坂元 尚紀 

   担当者 ：高橋 勲 
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No.5  機器名 ：イオンコータ（金スパッタ）  

   型番 ：SC-701AC 

      メーカー：サンユー電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：村上 健司  

   担当者 ：友田 和一 

         

機能 ：  

非導電性試料の走査電顕観察のた

めに金薄膜を付着させる。 

通常は、金の膜厚は３～５ｎｍと

する。 

仕様  放電用ガス  空気  

 標準イオンカレント  ５ｍＡ  

機能 ：  

赤外線領域の光の反射・吸収測定から、官能基の種類や分子・原子の結合状態を同定する。光学顕微鏡で測定場

所を観察後、対物絞りで測定範囲をマイクロメータスケールで限定して赤外分光特性を知ることができる。分子の振

動・回転の励起に必要なエネルギーは、

分子の化学構造によって異なる。したがっ

て、照射した赤外線の波数を横軸に、吸

光度を縦軸にとる[ことで得られる赤外スペ

クトルは、分子に固有の形を示す。これに

より、対象とする物質がどのような構造であ

るかを知ることができ、特に有機化合物の

構造決定によく使われている。 

No.6  機器名 ：ミクロIR  

   型番 ：MFT-2000 

      メーカー：日本分光  

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：友田 和一  

   担当者 ：友田 和一 

         

性能  測定波数範囲 ５０００ ～６５０ｃｍ－１ （２μｍ ～ １５．４μｍ）  

 分解能 １、２，４，８ｃ－１  

観察方式  ＡＴＯＳ(Aperture  Through Optical System)  

測定方式  透過・反射両用  

検出器  高感度ＭＣＴ検出器（液体窒素冷却型）  

file:///C:/Users/wiki/%25E5%258C%2596%25E5%25AD%25A6%25E6%25A7%258B%25E9%2580%25A0
file:///C:/Users/wiki/%25E6%25B3%25A2%25E6%2595%25B0
file:///C:/Users/wiki/%25E5%2590%25B8%25E5%2585%2589%25E5%25BA%25A6
file:///C:/Users/wiki/%25E5%2590%25B8%25E5%2585%2589%25E5%25BA%25A6
file:///C:/Users/chie/Documents/静岡大学関係/パンフレット/装置紹介ｎｅｗ/ミクロＦＴ－ＩＲ.odt#cite_note-JP15SM-1#cite_note-JP15SM-1
file:///C:/Users/wiki/%25E6%259C%2589%25E6%25A9%259F%25E5%258C%2596%25E5%2590%2588%25E7%2589%25A9
file:///C:/Users/wiki/%25E6%25A7%258B%25E9%2580%25A0%25E6%25B1%25BA%25E5%25AE%259A
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No.7  機器名 ：マクロIR  

   型番 ：FT/IR 550  

      メーカー：日本分光 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：川井 秀記 

   担当者 ：友田 和一 

         

機能 ：  

赤外線領域の光の反射・吸収測定から

試料の官能基の種類や構造を知る。 

分子の振動・回転の励起に必要なエネ

ルギーは、分子の化学構造によって異

なる。したがって、照射した赤外線の

波数を横軸に、吸光度を縦軸にとる

[ことで得られる赤外スペクトルは、

分子に固有の形を示す。これにより、

対象とする物質がどのような構造であ

るかを知ることができ、特に有機化合

物の構造決定によく使われている。 

性能  測定波数範囲 7000～400 cm-1 （1.4μm ～ 25μm）  

 分解能 0.25, 0.5,1, 2, 4, 8, 16 

測定方式  透過測定、ＫＢｒ法、ＡＴＲ法，ＤＲ法  

検出器  ＤＬＡＴＧＳ  

No.8 機器名 ：ラマン分光  

   型番 ：NR-1800  

      メーカー：日本分光 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：友田 和一 

   担当者 ：友田 和一 

 

機能 ：  

ラマン分光器は、試料にレーザ光

（532.2 nm）を照射し、散乱光を

分光して入射光からずれた光を検

出する装置である。この散乱光か

ら、試料の分子種、官能基、結晶

構造、歪みなどの情報が得られ

る。  

性能 励起レーザ 個体グリーンレーザ（532 nm） 

 最高分解能 FWHM 0.2 cm-1 

迷光率 10-15以下 

光学配置 ツェルニ・ターナ型トリプルモノクロメータ 

焦点距離 f = 575 mm 

開口値 F/6.2 

file:///C:/Users/wiki/%25E5%258C%2596%25E5%25AD%25A6%25E6%25A7%258B%25E9%2580%25A0
file:///C:/Users/wiki/%25E6%25B3%25A2%25E6%2595%25B0
file:///C:/Users/wiki/%25E5%2590%25B8%25E5%2585%2589%25E5%25BA%25A6
file:///C:/Users/chie/Documents/静岡大学関係/パンフレット/装置紹介ｎｅｗ/マクロＦＴ－ＩＲ.odt#cite_note-JP15SM-1#cite_note-JP15SM-1
file:///C:/Users/wiki/%25E6%259C%2589%25E6%25A9%259F%25E5%258C%2596%25E5%2590%2588%25E7%2589%25A9
file:///C:/Users/wiki/%25E6%259C%2589%25E6%25A9%259F%25E5%258C%2596%25E5%2590%2588%25E7%2589%25A9
file:///C:/Users/wiki/%25E6%25A7%258B%25E9%2580%25A0%25E6%25B1%25BA%25E5%25AE%259A
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機能 ：  

ESCA(Electron Spectroscopy for 

Chemical Analysis)は固体の5～50 

Aの極表面層の元素及びその結合状

態を分析する効果的な方法であ

り、Ｘ線光電子分光法（XPS）とも

呼ばれている。 これは軟Ｘ線照射

によって放出した光電子の運動エ

ネルギーを測定することで、固体

表面の内殻電子の結合エネルギー

を求める方法である。  

No.9 機器名 ： ESCA 

   型番 ：ESCA3400 

      メーカー： 島津製作所 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー： 下村 勝 

   担当者 ：友田 和一 

         

性能 感度：Ag 3d 5/2で半値幅1.15eVの時700000cps（Mg300W換算） 

 分解能：Mo 3d 5/2でFWHM 0.8 eV 

試料 最大10mmφ厚さ5mm/最大10個装填可能 

X線銃 コニカル型、アノードMg、電圧0～12 kV 

アナライザー 阻止電場型、パスエネルギー 25、75、150 eV 

エネルギー 走査-10～1150 eV (Mg)、精度±0.2 eV 

No.10 機器名 ： 原子吸光 

   型番 ：SOLAAR AA 

      メーカー：サーモエレクトロン 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：前田 康久 

   担当者 ：草薙 弘樹 

 

機能 ：  

測定試料溶液をフレーム中に噴霧

して測定元素を原子蒸気化する。

ここに測定元素特有の波長の光を

透過させると、基底状態の原子が

光を吸収して励起状態に遷移す

る。この光の吸収（吸光度）から

測定元素の濃度を求めることがで

きる。  
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No.12 機器名 ： 粉末XRD 

   型番 ：RINT2200 

      メーカー：リガク 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０３号室  

   アドバイザー：奥谷 昌之 

   担当者 ：百瀬 与志美 

         

機能 ：  

物質に波長の決まった特性X線を照射すると，X線と物質との相互作用により回折（散乱）X線が放出されます。

この回折X線は物質内の原子の配置に 関する情報を含んでいるため，回折X線の方向と強度を解析することに

よって物質内の原子配置に関する情報を引き出すことができます。また，回折X線の方向 と強度の情報を既存の

データファイルと比較することによっ

て物質の同定も可能です。つまり試料

中にどんな化合物がどのぐらい入って

いるかの情報を得ることができるの

で、たとえば鉄酸化物である酸化第一

鉄(FeO)と酸化第二鉄(Fe2O3)を見分け

ることができます。また、本装置では

結晶性物質の同定，格子定数，結晶構

造のみならず，ガラスなどの非結晶物

質の構造解析にも応用できます。 

 

   

X線発生部  3kW 

ゴニオメー

タ部 

測定範囲：-1.5～79°（θs），-30～79°（θd） 

ステップ幅：0.001～50°，定速送り速度：0.001～50/min 

自動交換ス

リット 

DS 1/2°，1.0°，2.0°，0.05mm，open 

SS 1/2°，1.0°，2.0°，アブソーバ，open 

RS 0.05，0.15，0.30，0.6mm 

検 出 器  NaIシンチレーションカウンタ  

機能 ：  

有機化合物の炭素・水素・窒素・

硫黄成分の割合を求めることがで

きる。測定試料を900℃以上の温度

と酸素雰囲気下で燃焼分解と酸化

を行う。次に燃焼ガスを還元処理

し、最終的に、CO2、H2、N2、SO2 

となる。これらを分離カラムに通

してピーク分離し、各成分の含有

量を求める。 

No.11 機器名 ：元素分析装置  

   型番 ：EA1112 

      メーカー：サーモエレクトロン 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：戸田 三津夫 

   担当者 ：草薙 弘樹 

          



静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センター 

 

12  

機能 ：  

高強度のX線ビームを用いた高分解能X線回折装置です。主にエピタキシャル薄膜や超格子薄膜の結晶性、構造

（格子定数、配向性、歪）の解析、膜

厚評価、超格子の周期の解析、極点図

形測定、逆格子強度マップ測定などに

使用されます。特に本装置では、X線

の入射角度、検出器の角度に加えて、

試料の面内回転、検出器の面内回転が

可能な4軸ゴニオメーターを持ってい

ます。この4軸ゴニオメーターによっ

て、試料表面に平行でない結晶面から

の回折X線の測定や試料面内方向の結

晶配向性などの評価が可能となってい

ます。 

 

測定モード  θ－2θスキャン，ロッキングカーブ,逆格子面マッピング，

膜面内φスキャン，φ－2θχスキャンなど 

X線種、線源  CuKα (波長 1.54 Å)、Cuロータｰ 

定格電圧、電流値   30 kV、500 mA 

ゴニオメータ  4軸回転可能。(ω、2θ、φ、2θχ軸) 

光学系  スリットコリメーション、Ge(220)チャンネルモノクロメー

タ、Ge(220)4結晶モノクロメータ、Ge(440)4結晶モノクロ

メータ、Ge(111)ビーム圧縮モノクロメータ 

ゴニオメータ軸  ω，2θ，2θχ軸の独立駆動分解能0.0001deg） 

試料ステージ軸  並進移動用X, Y, Z軸，面内回転用φ軸,あおり補正用Rx,Ry軸 

No.13 機器名 ： 高機能XRD 

   型番 ：ATXG 

      メーカー： リガク 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０３号室  

   アドバイザー： 脇谷 尚樹 

   担当者 ：百瀬 与志美 

         

機能 ：  

  FE-EPMAは非常に細く収束された

電子ビーム（電子プローブ)を試料

の表面に照射し、その部分から発

生する特性X線の波長や強度、二次

電子や反射電子の量などを測定す

ることによって、試料の形状のほ

か、試料の構成元素の種類、含有

量、およびこれらの分布状態など

を多角的に調べることができる。  

No.14 機器名 ： FE-EPMA 

   型番 ：JXA-8530 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：小山 忠信 

加速電圧  1～30kV(0.1kVステップ)  

照射電流  1×10-11～5×10-7A(25kV)  

X線分光範囲  0.087～9.3nm  

X線分光器数  最大5基（全分光器：スキャナ形）  
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No.15 機器名 ： 熱分析装置 

   型番 ：DTG-60A 

      メーカー：島津製作所 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：戸田 三津夫 

   担当者 ：草薙 弘樹 

               竹内 州 

機能 ：  

熱分析とは「物質の温度を設定さ

れたプログラムによって変化させ

ながら、その物質の性質を温度あ

るいは時間の関数として測定する

技法」である。この装置は熱重量

測定（TG）と示差熱分析（DTA）

が同時測定できるタイプである。

TGデータからは、試料から変化し

た成分の量を計測でき、DTAデー

タからは、試料の転移温度、ま

た、発熱現象か吸熱現象かの情報

を得られる。  

No.16 機器名 ： 電気化学計測 

   型番 ：Solartron 1280Z) 

      メーカー：東陽テクニカ 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：草薙 弘樹 

 

機能 ：  

電気化学測定とはサンプルに電気的な信号を印加し化学反応を起こさせたり、応答信号から内部で起こって

いる反応を考察することである。電気化学測定システムは、ポテンショ／ガルバノスタット(P/Gスタット)と

周波数応答解析器(FRA)が一体化されており、電気化学測定に必要なサイクリックボルタンメトリー(CV法)や

交流インピーダンス法等を容易に行う事ができる。システムはPC上から専用のソフトウェアで制御されるた

め操作性が良く、また連続自動測定や等価回路モデルを用いた詳細なデータ解析も可能である。 

 

 

測定構成  2,3,4端子対応、全極フローティング入力  

周波数  範囲1mHz～20kHz、分解能1スイープあたり4000点  

分極電圧値  ±14.5V  

電流レンジ  ±2A  
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機能 ：  

プローブ（カンチレバー）を試料

表面から数ｎｍ離して走査し、試

料最表面の形状を計測する。 

高さ方向の分解能は非常に高く、

原子１層のステップを観察でき

る。 

No.17 機器名 ： 汎用AFM 

   型番 ：SPI3800 

      メーカー：セイコー電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：岩田 太 

   担当者 ：新村 千江 

 

変位検出方式  光てこ方式  

観察モード  ＡＦＭ（コンタクト）モード、 ＤＦＭモード  

最大観察範囲  Ｘ，Ｙ＝20 μｍ、Ｚ＝1.5 μｍ  

No.18 機器名 ： 簡易AFM 

   型番 ：VN-8010 

      メーカー：キーエンス 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０２号室  

   アドバイザー：岩田 太 

   担当者 ：新村 千江 

 

機能 ：  

光学顕微鏡像からマウス操作でナ

ノ領域の観察が可能。ＡＦＭ観察

の位置決めが光学顕微鏡の下でで

きるので、ナノオーダの場所の特

定ができる。得られたＡＦＭデー

タから、表面粗さや断面形状の観

察が可能である。  

性能 XY方向 200 nm～200 μm、Z方向±10 μm 

AFM部 スキャナ VCM採用、 垂直分解能 0.3 nm 

 自己検知方式、コンタクト/DFM/SS 

性能 倍率 250×～1250× 

光学顕微鏡部 観察範囲 1000(H)×750(V) μm～200(H)×150(V) μm 

 電動ズーム、電動フォーカス、電動証明絞り 
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機能 ：  

走査型プローブ顕微鏡。 

材料の特性評価に不可欠な試料の

凸凹形状だけでなく、様々な物理

量測定（摩擦力・粘弾性・磁気力

など）が可能、またそれを画像化

できる。 

No.19 機器名 ： SPM 

   型番 ：JSPM-5200 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：岩田 太 

   担当者 ：友田 和一 

         

性能 走査範囲：X,Y = max 10 μm, Z = max 3 μm 

 試料サイズ  10 mm X 10 mm X 厚さ3 mm 

 測定モード：AFM（コンタクト、AC、NC) 

STM（凸凹像、電流像） 

 検出方法：光てこ方式 

機能 ：  

プラズマ中に霧化した液体資料を

導入し、プラズマ内で観測される

発光を分光器で元素ごとに分光し

て、元素の定性分析・定量分析が

できる。 

金属元素を主とする約70元素の分

析が可能。 

 

No.20 機器名 ： ICP発光分析 

   型番 ：Optima 2100DV 

      メーカー：パーキンエルマー 

      設置場所 ：総合研究棟１階 

                 １０４号室  

   アドバイザー：新村 千江 

   担当者 ：竹内 州 

 

性能 分析可能な元素：H,O,Fを除く大部分の元素 

 シーケンシャル型 
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機能 ：  

FE-SEM(Field Emission type 

Scanning Electron Microscopy)

は、電界放出型（冷陰極）の電子

銃を搭載した走査電子顕微鏡であ

り、低・中加速電圧領域での高分

解能観察が可能である。入射電子

の試料中での拡散が小さい低加速

電圧を利用することにより、物資

の表面をより正確に、より高い倍

率で観察することができる。  

No.N1 機器名 ： FE-SEM 

   型番 ：JSM-6320F 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：青山 満 

 

No.N2 機器名 ： 分析FE-SEM 

   型番 ：JSM-7001F 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：ナノデバイズ作製・ 

                 評価センター 

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：青山 満 

 

機能 ：  

電界放出型（冷陰極）の電子銃を

搭載した走査電子顕微鏡（FE-

SEM）にエネルギー分散型X線分光

器（EDS）および電子線後方散乱

回折（EBSD）検出器を附属した装

置であり、低・中加速電圧領域で

の高分解能表面形態観察だけでは

なく、試料の元素分析や結晶性試

料の方位解析が可能である。ま

た、低真空モードでの操作も可能

であり、非導電性試料のSEM観察

およびEDS元素分析が可能です。 

性能  分解能：1.2nm(加速電圧 30kV)、3.0nm(加速電圧 1kV)  

 倍率：×10〜1,000,000  

試料  最大150mmφ、高さ10mm  

電子銃  冷陰極電界放射型電子銃、加速電圧0.2～30kV（GBLモード併用）  

像の種類  二次電子像、反射電子像(組成像、凹凸像)  

EDS  分解能：123eV、分析元素：Be〜U  

EBSD  分析ツール：極点図、逆極点図、逆極点・結晶相マッピング  

性能 分解能：1.2 nm（加速電圧 15 kV）、2.5 nm(加速電圧 1 kV) 

 倍率：×25～2000（LMモード）、×500～650,000（HRモード） 

試料 最大100 mmφ、高さ10 mm 

電子銃 冷陰極電界放射型電子銃、加速電圧0.5～30 kV 

像の種類 二次電子像、反射電子像（組成像、凸凹像） 

試料交換 エアロック式 
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機能 ：  

STEM(Scanning Transmission Electron Microscopy)は、電界放出型の電子銃を搭載した透過型電子顕微鏡であ

り、ナノスケールの超高分解能の像観

察や分析が容易な装置です。高感度の

走査透過(STEM)像観察装置やエネル

ギー分散型X線分析装置(EDS)を組込

み、各種データを効率良く容易に得る

ことができます。また、像観察用CCD

カメラを搭載しており、モニター上で

の像観察および電子ファイル形式での

観察像保存が可能です。 

No.N3 機器名 ： STEM 

   型番 ：JEM-2100F 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター 

   アドバイザー：坂元 尚紀 

   担当者 ：高橋 勲 

 

性能 分解能：0.1 nm(格子像)、0.23 nm (粒子像)、0.2 nm(STEM像) 

 倍率：×50～6,000（低倍率）、×2,000～1,500,000(高倍率） 

電子銃 サーマル電界放射型電子像、加速電圧 200 kV 

像の種類 透過像、走査透過像、走査二次電子像、電子線回折像他 

EDS 検出可能元素：B～U、分解能：138 eV 

分析機能 定性分析、スタンダードレス定量分析、高速X線マッピング 

機能 ：  

FIB装置では、集束させたガリウム

(Ga)イオンビームを試料に照射し、

試料表面の原子をはぎ取ること（ス

パッタリング）により、ナノ領域で

の微細加工を行うことができる。

STEM用試料の切り出しにも使用され

ている。本装置には、FIB用のイオ

ン銃の他、SEM用電子銃、EDS検出器

も装備されており、表面形態観察や

元素分析も微細加工と同時に行うこ

とが可能である。  

No.N4 機器名 ： FIB 

   型番 ：JIB-4500 

      メーカー： 日本電子 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター  

   アドバイザー： 下村 勝 

   担当者 ：高橋 勲 

 

 

性能 

(FIB部) 

イオン源：Ga液体金属イオン源、加速電圧：1～30 kV、 

倍率：×100～×300,000、像分解能：5 nm (30 kV時)、 

ビーム電流： 0.5 pA～ 30 nA (30 kV時) 

性能 

(SEM部) 

加速電圧：0.3 ～ 30 kV、倍率：×5～300,000、 

像分解能：2.5 nm (30 kV時) 
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No.N5  機器名 ： イオンスライサー 

    型番 ：EM-09100IS 

       メーカー：日本電子 

       設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター 

    アドバイザー：坂元 尚紀 

    担当者 ：高橋 勲 

 

機能 ：  

試料面上にセットされたマスキン

グベルトにイオンビームを照射し

試料の薄膜領域を形成する薄膜試

料作製装置です 

No.N6 機器名 ： FT-IR 

   型番 ：JIR-WINSPEC50 

      メーカー：日本電子 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：青山 満 

機能 ：  

FT-IRは、物質の赤外吸収スペク

トルを測定し、その物質が有して

いる官能基などの部分構造や組成

を評価するための装置である。 

分解能は、0.3cm-1である。  

 

測定範囲 400～7000 cm-1 

最高分解能 0.3 cm-1 

分光器 光源：高輝度セラミックス光源 

干渉計 バランシング形、コーナーキューブ使用 

干渉計室 密閉構造 

干渉計室窓 防湿コート付 KBr結晶 

検出器 DLTGS 
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機能 ：  

ダブルモノクロメータ使用で迷光

が少なく（0.0001% 以下）、 紫

外、可視、近赤外（240-2600 nm）

領域の吸収スペクトルの測定に適

する。 各種溶液のスペクトル測

定。分解能は 0.1 nm 程度。積分

球により固体の反射率測定が可

能。  

 

   

No.N7 機器名 ： UV-VIS分光光度計 

   型番 ：UV-3100PC 

      メーカー： 島津製作所 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター  

   アドバイザー：村上 健司  

   担当者 ：青山 満 

測定波長範囲 190～3200 nm 

分解 0.1 nm 

波長表示 0.1 nm単位で表示 

波長設定 走査開始波長と走査終了波長は1nm単位で設定可能 

波長設定キーによる設定は0.1nm単位で設定可能 

測光方式 ダブルビーム直接比率測光方式、可視・紫外域：負電圧コントロール方

式、近赤外域：スリットプログラム＋ゲインコントロール方式 

測定レンジ 吸光度：-4～5 Abs（0.001 Abs単位まで） 

透過率：0～999.9 %（0.01%単位まで） 

分光器 グレーティング・グレーティング形ダブルモノクロメータ 

プリモノクロ凹面回折格子分光器 

検出器 可視・紫外域：光電子倍増管R-928、近赤外域：Pbsセル 

No.N8 機器名 ： 分光エリプソメータ 

   型番 ：FZCVW 

      メーカー：溝尻光学 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                 評価センター  

   アドバイザー：村上 健司 

   担当者 ：青山 満 

 

機能 ：  

分光エリプソメータは偏光解析法

の基本原理に基いた消光法を用い

て、４ゾーンを実測し偏光特性を

表す複素振幅反射率比（tanΨexp

(iΔ)）を自動的に測定する装置

でる。光源にキセノンランプ（Xe

ランプ）を使用し、決められた波

長範囲の連続自動測定と指定波長

の自動測定を行う。複素誘電率

（ε＝ε１＋ε２）を自動的に算

出する。  

装置構成 光源ユニット：Xeランプ 75 W 

 光検出ユニット、（フォトマル）分離形 

入射角 70°（固定） 

計測方式 4ゾーン消光形 

計測波長範囲 245～700 nm 

偏光子・検光子 グランテーラ形 方解石、消光比：10-5、誤差：0.05° 

1/4波長板 溶融石英フレネルローム形（4回全反射） 
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機能 ：  

Ｘ線回折法（XRD）はＸ線を物質に入射

し、物質内の周期構造によって起こるＸ

線の回折現象から、格子定数・結晶構

造・結晶性・結晶子サイズ・配向性など

を評価する手法である。本装置には薄膜

用試料台が設置されており、薄膜の構造

評価に適した仕様になっている。また、

通常のOut-of-plane測定（試料表面に垂

直な方向の結晶構造を評価する）に加え

て、In-plane測定（試料表面と平行な方

向の結晶構造を評価する）を行うことが

できるのが特徴である。  

No.N9  機器名 ：薄膜XRD  

    型番 ：RINT Ultima Ⅲ 

       メーカー：リガク 

       設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                  評価センター  

    アドバイザー：下村 勝 

    担当者 ：小山 忠信 

入射X線 CuKα、多層膜平行ビーム法 

試料 薄膜および粉末（多目的薄膜試料台を設置） 

計測方法 プロファイル測定（Out-of-plane、In-plane）、 

ロッキングカーブ測定 

その他 データベース（PDXL）導入済 

No.N10 機器名 ： 広域AFM 

   型番 ：XE-70 

      メーカー：パークシステムズ 

      設置場所 ：ナノデバイス作製・ 

                  評価センター  

   アドバイザー：友田 和一 

   担当者 ：高橋 勲 

        青山 満 

機能 ：  

初心者にも簡単に高倍率・高品質の

像観察が可能な大気中原子間力顕微

鏡（AFM）である。附属の光学顕微

鏡で、カンチレバーを取付けた状態

で、直上よりサンプル表面との同時

観察が可能で、直感性に優れ光行路

の調整がきわめて簡便である。XY

スキャンとZスキャンが機械的に独

立しており、広域Z軸駆動（直線移

動機構）の応答周波数が高いため、

真の非接触観察が可能である。  

性能  水平分解能：1.5 nm以下、垂直分解能：0.05 nm以下  

 Z軸粗動分解能：0.08 μm（ストローク27.5 mm）  

試料  100 mm×100 mm×20 mm（厚さ）  

走査範囲  最大50 μm×50 μm×12 μm  

光学顕微鏡  XGA 1024×768ピクセルCCD（フレーム最高20Hz）  

視野  480 μm×360 μm  
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センター教員 

（特任助教1名・専

任） 

協
力 
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組織図 

総合研究棟分析機器室 ナノデバイス作製・評価センター  
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当センターの分析装置を使用して得られた研究成果をご紹介します。当センターの装置を用いて行われ

た研究で、2012年に発表された論文について各講座にアンケートしたところ、利用登録した70講座中、

13講座から回答を得られました。回答いただいた分の論文数は43報です。 

※回答いただいた講座の皆様、ご協力ありがとうございました。 

※2013年からは、当センターの装置を用いて行われた研究論文は、当センターまで報告していただくよ

う、お願いしたい所存です。 

成果報告（2012年） 

1. M. Navaneethan, J.Archana, M.Arivanandhan and Y.Hayakawa, 
“Functional Properties of Amine Passivated ZnO Nanostructures and Dye 
Sensitized Solar Cell Characteristics”, Chemical Engineering Journal, 213, 

70-77 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM  (JEM-2000RXII), UV-VIS (UV

-3100PC),FTIR (JIR-WINSPEC50) 

2. Y. Matsuda, A. Fukatsu, S. Tasaka, “Gelation of Poly(L-Lactic Acid) In-
duced by Complex Crystallization with Solvents”, Chemistry Letters, 41

(11), 1420-1421 (2012), 粉末XRD (RINT2200) 

3. M. Arivanandhan, G. Rajesh, A. Tanaka, T. Ozawa, Y. Okano, Y. Inatomi 
and Y. Hayakawa, “Bulk Growth of InGaSb Alloy Semiconductor under 
Terrestrial Conditions: A Preliminary Study for Microgravity Experiments 
at ISS”, Defect and Diffusion Form, 323-325, 539-544 (2012), FE-EPMA 
(JXA-8530F)  

4. H. Tatsuoka, W. Li, E. Meng, and D. Ishikawa, “Syntheses of a Variety of 
Silicide Nanowire and Nanosheet Bundles, “ECS Transactions”, 50, "Low-
Dimensional Nanoscale Electronic and Photonic Devices 5" (2012), STEM 

(JEM-2100F),分析FE-SEM (JSM-7001F) 

5. S.M. Cai, T. Matsushita, H. Fujii, K. Shirai, T. Nonomura and H. Tat-
suoka, C.-W. Hsu, Y.-J. Wu and L.-J. Chou, “Growth of Cu-oxide nan-
owires on Cu substrates by thermal annealing”, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 

10, 175-179 (2012), STEM (JEM-2100F) ,分析FE-SEM (JSM-7001F) ,薄膜

XRD (RINT Ultima III) 

6. W. Li, Q. Yang, H. Tatsuoka, “Synthesis of Mg2Si/MgO Nanofibers Using 
SiO2 Nanofibers in Mg Vapor”, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 10, 297-300 

(2012), STEM (JEM-2100F) ,分析FE-SEM (JSM-7001F) ,薄膜XRD (RINT 

Ultima III) 

7. D. Ishikawa, K. Nakane, T. Nonomura, K. Shirai, H. Tatsuoka, W. Li, C.-
W. Hsu, Y.-J. Wu and L.-J. Chou, “Growth of MoSi2 by Molten Salt Tech-
nique Using Mo-Based Compounds”, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 10, 55-58 

(2012), STEM (JEM-2100F), 分析FE-SEM (JSM-7001F), 薄膜XRD (RINT 

Ultima III) 

8. E.V.A. Premalal, N. Dematage, G.R.A. Kumara, R.M.G. Rajapakse, K. 
Murakami and A. Konno, “Shorter nanotubes and finer nanoparticles of 
TiO2 for increased performance in dye-sensitized solar cells”, Electro-
chimica Acta, 63, 375-380 (2012) , FE-SEM (JSM-6320F) 

9. M. Nagasaka, D. Iwasaki, N. Sakamoto, N. Wakiya and H. Suzuki, 
“BaTiO3 THIN FILM BY CSD FROM MOLECULAR-DESIGNED PRECURSOR 
SOLUTION”, Functional Materials Letters 5(2), 1260007 (2012) , FE-SEM 
(JSM-7001F) 

10. K. Ozawa, M. Ishizuka, N. Sakamoto, T. Ohno, T. Kiguchi, T. Matsuda, 
T. Konno, N. Wakiya and H. Suzuki, “TEM MICROSTRUCTURE ANALYSIS 
FOR COMPRESSIVELY STRESSED Pb(Zr,Ti)O3 THIN FILMS BY CSD-DERIVED 
LaNiO3 BOTTOM ELECTRODES”, Functional Materials Letters 5(2), 

1260016 (2012), STEM (JEM-2100F), イオンスライサー (EM-09100IS) 

11. K. Shimizu, M. Blajan, S. Tatematsu, “Basic Study of Remote Disinfec-
tion and Sterilization Effect by Using Atmospheric Microplasma”, IEEE 
TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 48(4), 1182-1188 (2012), 

分析FE-SEM（JSM-7001F） 

12. S. Ito, K. Ito and F. Iwata, “Probe type micro magnetic manipulator 
utilising localised magnetic field with closed-loop magnetic path”, Int. J. 
Nanomanufacturing, 8(1/2),  161-172 (2012), FE-SEM (JSM6320F) 

13. K. Shimizu, A. Umeda, S. Muramatsu, M. Blajan, “Study on Surface 
Treatment of Polymer Film at Low Discharge Voltage by Pulsed Microplas-
ma”, Int’l J. Plasma Environmental Science and Technology (2012) , ESCA 
(ESCA-3400) 

14. W. Li, C. Wen, M. Yamashita, T. Nonomura, Y. Hayakawa, H. Tatsuoka, 
“Effect of Cu or Co addition on b-FeSi2 growth by molten salt method”, "J. 

Cryst. Growth, 340, 51-55 (2012), 分析FE-SEM (JSM-7001F),薄膜XRD 

(RINT Ultima III) 

15. W. Li, E. Meng, T. Matsushita, S. Oda, D. Ishikawa, K. Nakane, J. Hu, S. 
Guan, A. Ishida and H. Tatsuoka, “ Syntheses and Structural 
Characterizations of CrSi2 Nanostructures using Si Substrates under CrCl2 

Vapor”, J. Cryst.Growth, in press  (2012), STEM (JEM-2100F) ,分析FE-SEM 

(JSM-7001F) ,薄膜XRD (RINT Ultima III) 

16. M. Arivanandhan, R. Gotoh, T. Watahiki, K. Fujiwara, Y. Hayakawa, S. 
Uda and M. Konagai , “The Impact of Ge Codoping on the Enhancement 
of Minority Carrier Lifetime in B-doped Czochralski –Grown Si”, J.Applied 
Phys., 111, 043707-1-6 (2012), FE-EPMA (JXA-8530F) 

17. D. Mouleeswaran, T. Koyama, A. Tanaka and Y. Hayakawa, “Selective 
Epitaxial Growth of GaAs by Current Controlled Liquid Phase Epitaxy”, 
J.Cryst. Growth, 362, 238-2427 (2012), FE-EPMA (JXA-8530F) 

18. O. Achiwa, Y. Kyogoku, Y. Matsuda, S. Tasaka, "Interfacial Structure of 
Composites of Poly(m-Xylylen Adipamide) and Silica Nano-Particles", 

Japanese Journal of Applied Physics, 51(10), 100204 (2012), 粉末XRD 

(RINT2200) 

19. V.M. Mohan and K. Murakami, “Dye sensitized solar cell with carbon 
doped (PAN/PEG) polymer quasi-solid gel electrode”, Journal of Advanced 

Research in Physics, 2(2), 021112 (2012), FE-SEM (JSM-6320F), 分析FE-

SEM (JSM-7001F) 

20. M.K.B. Ahmad and K. Murakami, “Low temperature and nor-
mal pressure growth of rutile-phased TiO2 nanorods/nanoflowers for DSC 
application prepared by hydrothermal method”, Journal of Advanced 
Research in Physics, 3(2), 021208 (2012), FE-SEM (JSM-6320F) 

21. E.V.A. Premalal, N. Dematage, G.R.R.A. Kumara, R.M.G. Rajapakse, M. 
Shimomura, K. Murakami and A. Konno, "Preparation of structurally mod-
ified, conductivity enhanced-p-CuSCN and its application in dye-sensitized 
solid-state solar cells”, Journal of Power Sources, 203, 288-296 (2012), FE-
SEM (JSM-6320F) 
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22. K. Shimizu, H. Fukunaga, S. Tatematsu, M. Blajan, “Atmospheric Mi-
croplasma Application for Surface Modification of Biomaterials”, Jpn. J. 
App. Phys. 51(11), 11PJ01-11PJ01-4 (2012), ESCA (ESCA-3400) 

23. K. Shimizu, Y. Noma, M. Blajan, S. Naritsuka, “Surface Modification of 
GaN Substrate by Atmospheric Pressure Microplasma”, Jpn. J. App. Phys. 

51(8), 08HB05-08HB05-5 (2012), ESCA (ESCA-3400), 分析FE-SEM (JSM-

7001F) 

24. V.M. Mohan and K. Murakami, "Hydrothermal synthesis of TiO2 
porous hollow nanospheres for coating on the photoelectrode of dye-
sensitized solar cells”, Jpn. J. Appl. Phys. 51, 02BP11 (2012), FE-SEM (JSM
-6320F) 

25. K.D. Nisha, M. Navaneethan, Y. Hayakawa, S. Ponnusamy and C. 
Muthamizhchelvan, "Structural and Morphological Evolution of CdS 
Nanosheets-based Superstructures by Surfactant Assisted Solvothermal 
Method”, Materials Chemistry and Physics, 136, 1038-1043 (2012) , TEM 

(JEM-2000RXII), UV-VIS (UV-3100PC), FTIR (JIR-WINSPEC50), ラマン分光 

(NR-1800), ESCA (ESCA-3400) 

26. M. Navaneethan, J.Archana, D.K. Nisha, S.Ponnusamy, 
M.Arivanandhan, Y.Hayakawa and C.Muthamizhchelvan, "Organic Ligand 
Assisted Low Temperarture Synthesis of Lead Sulfide Nanocubes and Its 

Optical Properties”, Materials Letters, 71, 44-47 (2012), 薄膜XRD (RINT 
Ultima III), TEM (JEM-2000RXII), UV-VIS (UV-3100PC),FTIR (JIR-
WINSPEC50) 

27. Silambarasan, H.P. Kavitha, S. Ponnusamy, M. Navaneethan and Y. 
Hayakawa, "Monodispersed Synthesis of Hierarchical Wurtzite ZnS 
Nanostructures and Its Functional Properties”, Materials Letters, 81, 209-

211 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM (JEM-2000RXII) 

28. J.Archana, M. Navaneethan, S.Ponnusamy, Y.Hayakawa and 
C.Muthamizhchelvan, "Chemical Synthesis of Monodispersed ZnSe Nan-
owires and Its Functional Properties”, Materials Letters, 81, 59-61 (2012), 

薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM (JEM-2000RXII), UV-VIS (UV-3100PC),FTIR 

(JIR-WINSPEC50) 

29. T. Prakash, M. Navaneethan, J. Archana, S. Ponnusamy, C. Mutham-
izhchelan and Y. Hayakawa, “Synthesis of TiO2 Nanoparticles with Meso-
porous Spherical Morphology by a Wet Chemical Method” ,Materials 

Letters, 82, 208-210 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM (JEM-

2000RXII), UV-VIS (UV-3100PC) 

30. M. Navaneethan, J. Archana, D.K. Nisha, Y. Hayakawa, S. Ponnusamy 
and C. Muthamizhchelvan, “Synthesis of Highly Size Confined ZnS Quan-
tum Dots and Its Functional Characteristics”, Materials Letters, vol.68, 78

-81 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM (JEM-2000RXII), FTIR (JIR-

WINSPEC50) 

31. J. Archana, M. Navaneethan, Y. Hayakawa, S. Ponnusamy and C. 
Muthamizhchelvan, ”Effects of Multiple Organic Ligands on Size Uni-
formity and Optical Properties of ZnSe Quantum Dots”, Materials Re-

search Bulletin, 47, 1892-1897 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM 

(JEM-2000RXII), UV-VIS (UV-3100PC), FTIR (JIR-WINSPEC50) 

32. I. Razanau, T. Mieno, V. Kazachenko, “Kinetics of electron-beam 
dispersion of fullereite C60”, Nuc. Instrum. Methods Phys. Res. B 280, 

117–122 (2012), ラマン分光 (NR-1800) 

33. R. Makita,M. Yamashita, M. Fujie, M. Yamaoka, K. Kiyofuji, M. Yama-
da, J.  Yamashita, K. Tsunekawa, K. Asai, T.  Suyama, et al, “Research on 
Phospha Sugar Analogues to Develop Novel Multiple Type Molecular 
Targeted Antitumor Drugs against Various Types of Tumor Cells”, Phos-

phorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, in press (2012), 元

素分析 (FlashEA), 熱分析 (DTG-60A), 高機能XRD (ATXG) 

34. M. Navaneethan, J.Archana, M.Arivanandhan and Y.Hayakawa, 
“Chemical Synthesis of ZnO Hexagonal Thin Nanodisks and Dye Sensi-
tized Solar Cell Performance”, Physica Status Solidi- Rapid Research 

Letters , 6, 120-122 (2012), 薄膜XRD (RINT Ultima III), TEM  (JEM-

2000RXII), ESCA (ESCA-3400),  FE-SEM (JSM-6320F) 

35. C.L. Wen, Q. Yang, H. Hara, M. Suzuki, W. Li, S.M. Cai, H. Tat-
suoka,”Fabrication of magnesium germanide nanorods from Ge nanorod 

templates”, Physics Procedia, 23, 57-60 (2012), STEM (JEM-2100F) ,分析

FE-SEM (JSM-7001F) 

36. M. Ito, R. Kita, S.Kubota, K. Shima, N. Kashima, T.Watanabe, S. Naga-
ya, T. Kato, “Fabrication of Buffer Layers by Metal-Organic Deposition 

using 2-ethylhexanates”, Physics Procedia27, 224-227 (2012), 簡易AFM 

(VN-8010) 

37. M. Yamaoka, M. Yamashita, M. Yamada, M. Fujie, K. Kiyofuji, N.  
Ozaki, K. Asai, T. Niimi, T. Suyama, J. Yamashita, et al,, “Synthesis and 
evaluation of novel phospha-sugar anticancer agents”, Pure and Applied 

Chemistry, 84(1), 37-48 (2012), 元素分析 (FlashEA), 熱分析 (DTG-60A), 

高機能XRD (ATXG) 

38. M. Palaniyandi, T. Kato and E.Y. Park, “Expression of human papillo-
mavirus 6b L1 protein in silkworm larvae and enhanced green fluores-
cent protein displaying on its virus-like particles”, SpringerPlus, 1:29 
(2012), TEM (JEM-2000RXII) 

39. E. Meng, K. Nakane, T. Matsushita , W. Li, S. Oda, K. Shirai, S.M. Cai, 
M. Shimomura, W. Tomoda, T. Kobayashi, Y. Kuno, K. Miyabayashi and 
H. Tatsuoka, “Growth of Ag Nanostructures on Various Metallic Sub-
strates”, Transactions of the Materials Research Society of Japan (2012), 

STEM (JEM-2100F), 分析FE-SEM (JSM-7001F), ミクロIR(MFT-2000), ラ

マン分光 (NR-1800) 
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