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保有装置一覧



装置名 略号 メーカー名 型式 機能

固体原子発光分析装置 ハルツォック ARL-2460
試料サイズ：1cm×1cm×厚さ2mm以上必要
鋳鉄はできない

ガス吸着細孔分布測定装置 島津製作所 ASAP2020
窒素吸着細孔分布0.5〜100nm、⽐表面積：サンプル量による
(クリプトンガスによる⾼感度測定有り)

カールフィッシャー KF 三菱化学アナリテック
水分測定装置 CA-200型
気化装置 VA-236S型

装置の検出下限値は10μg、
試料の使⽤環境等に合わせてサンプリングする必要がある

イオンクロマト IC
サーモフィッシャー
サイエンティフィック

Dionex ICS-5000+型
必要試料量：1ml程度
測定下限値：0.01〜0.1μg/ml程度

蛍光X線分析 XRF リガク XRF
試料サイズ：φ30mm以下
F以上の元素の測定が可能、F,Naは感度が悪い

誘導結合プラズマ発光分光分析装置 ICP-AES エスアイアイ・ナノテクノロジー SII Nano Tec. SPS-3520UV DDⅡ 測定下限値は元素にもよるが、0.05〜0.5μg/ml程度

炭素硫⻩分析装置 堀場製作所 EMIA-Expert EMIA-20E
測定下限値：5wtppm

⾼ハロゲン含有試料も測定可能

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

複合型電子分光分析装置 XPS PHI ESCA5800
25mmφ×10mm、0.8mmφ〜1mm角、
測定雰囲気：超⾼真空、-110〜900℃、UPS付き

走査型Ｘ線光電子分光分析装置 XPS PHI Quantum-2000
70mm角×15mm、10〜200μmφ、
測定雰囲気：超⾼真空、測定温度：室温

イメージングＸ線光電子分光分析装置 XPS Kratos AXIS-NOVA
70mm角×15mm、15μmφ〜1mm角、
超⾼真空、測定温度：室温、イメージング分解能：3μm

オージェ電子分光分析装置 AES アルバック・ファイ PHI 710
40mm角×10mm、〜10nm、測定雰囲気：超⾼真空、
測定温度：室温

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

液体クロマトグラフ-屈折率検出器 LC-RI アジレント・テクノロジー LC1200 -Qポンプ 分子量分布測定 (GPC)

液体クロマトグラフ-フォトダイオードアレイ検出器 LC-PDA アジレント・テクノロジー LC1200 -Qポンプ 特定有機物の定性･定量

液体クロマトグラフィー/質量分析装置 LC -(Q)TOF/MS 日本ウォーターズ
ACQUITY UPLC   H-Class
XevoG2-S  QTof

難揮発性有機化合物の定性･定量

ガスクロマトグラフ-熱伝導度検出器/誘電体バリア放電検出器 GC-TCD/DBD アジレント・テクノロジー 6890(G1530A) 無機ガス分析

加熱脱着導入システム 付きガスクロマトグラフ質量分析計 加熱脱着GC-MS アジレント・テクノロジー 7890A(G1530A) + 5977(G1099A) 低濃度有機ガス分析、VOC

マルチショット・パイロライザー 付きガスクロマトグラフ質量分析計 Py-GC-MS アジレント・テクノロジー 7890A(G1530A) + 5977(G1099A)
樹脂の定性、発⽣ガス温度プロファイルの取得、
1000℃までの加熱発⽣ガス定性

ガスクロマトグラフ質量分析計 GC-MS アジレント・テクノロジー 6890N(G1530N) + 5975(G3172A) 揮発性有機物の定性･定量分析

フーリエ変換⾚外分光光度計 FT-IR アジレント・テクノロジー FTS7000e

イメージング測定対応 (エリア/分解能：350μm角/約6μｍ（透過法）、
70μm角/約1μｍ (ATR法))、波数範囲：中⾚外7000~400cm-1

微小部分析 (約10µｍ)、表面分析 (約1µｍ深さ)

異物、剥離、変⾊、劣化などの調査

フーリエ変換⾚外分光光度計 FT-IR アジレント・テクノロジー Cary670/Cary620

イメージング測定対応 (エリア/分解能：700μm角/約6μｍ(透過法)、
70μm角/約1μｍ(ATR法))、波数範囲：中⾚外7000~400cm-1

微小部分析 (約10µｍ)、表面分析 (約1µｍ深さ)

異物、剥離、変⾊、劣化などの調査

フーリエ変換⾚外分光光度計 FT-IR
サーモフィッシャー
サイエンティフィック

AVATAR360

波数範囲：中⾚外7000~400cm-1

透過測定･反射測定･ATR測定、加熱冷却対応可 (-150℃~500℃)

材質分析、残留オイルの定量分析など

フーリエ変換⾚外分光光度計 FT-IR パーキンエルマー Frontier/Spotlight400

大面積イメージング測定
 (測定エリア＊/分解能：5㎜角以上/25μｍ (透過法) ＊試料による)

波数範囲：中⾚外8000~400cm-1、近⾚外14000~2000cm-1

微小部分析 (約10µｍ)、表面分析 (約1µｍ深さ)

⾼分子成形品の結晶性･配向状態の可視化測定など

冷却加熱ステージ ジャパンハイテック
顕微鏡、顕微FT-IR、顕微ラマンに設置可能
温度範囲：約-150℃~500℃
試料の温度変化測定、融解･結晶化の観察など

マニュピレータ マイクロサポート AxisPro

5μｍサイズの試料をサンプリング
観察倍率：約80~2500倍、電動アーム、電動ステージ
異物の採取、接点端子の導通測定など

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

デジタルマイクロスコープ キーエンス VHX5000
倍率 20x〜2000x

XYステージ移動量±50mm

実体顕微鏡 OM LEICA MZ16 倍率：0.71〜11.5倍

光学顕微鏡 OM ニコン 200D-UWIT-NR
倍率：1〜1000倍
明視野/暗視野/偏光/微分干渉/透過観察

光学顕微鏡 OM ニコン EXLIPSE MA200
倍率：1〜2000倍
明視野/暗視野/偏光/微分干渉観察

光学顕微鏡 OM ニコン L-300①
倍率：1〜1000倍
明視野/暗視野/偏光/微分干渉/透過観察

2. 表面分析

3. 有機分析

4. 形態解析及び微小部元素分析

1. 元素分析



装置名 略号 メーカー名 型式 機能

多機能分析透過電子顕微鏡 TEM 日本電子 JEM-F200
加速200kV、低加速観察(80kV)、TEM、STEM、EDX分析、EELS分析、
3D-TEM、3D-EDX、大気⾮暴露搬送、試料冷却システム搭載

電界放射型透過電子顕微鏡 TEM Thermo Scientific Tecnai G2 F20
加速200kV、低加速観察(120kV)、TEM、STEM、EDX分析、3D-TEM、
大気⾮暴露搬送、試料冷却システム搭載

透過電子顕微鏡 TEM 日⽴製作所 H-9000 加速300kV、TEM、⾼分解能観察

電界放射型走査電子顕微鏡 FE-SEM カールツァイス ULTRA55
大型試料(φ130mm)観察可能、SEM分解能：0.8nm@30kV、
反射電子像、EDX、EBSD

低真空分析走査電子顕微鏡 FE-SEM 日⽴ハイテク SU6600

試料サイズ：〜φ37.5mm、SEM分解能：1.2nm@30kV、反射電子像、EDX、
WDX、低真空観察(10〜300Pa)、大気⾮暴露搬送
試料冷却システム搭載

電界放射型走査電子顕微鏡 FE-SEM 日⽴製作所 S-4700
試料サイズ：〜φ37.5mm、SEM分解能：1.5nm@15kV、反射電子像、EDX、
大気⾮暴露搬送

デュアルビーム FIB/SEM複合装置 FIB-SEM 日⽴ハイテク XVision200DB イオン源：Ga、3D-SEM、大気⾮暴露搬送

デュアルビーム FIB/SEM複合装置 FIB-SEM Thermo Scientific Nova200 NanoLab イオン源：Ga、3D-SEM

電界放射型電子線マイクロアナライザー FE-EPMA 日本電子 JXA-8530F（WDS)
試料サイズ：〜100mm角、大気⾮暴露搬送、
試料冷却システム搭載

電子線マイクロアナライザー EPMA 島津製作所 EPMA-1600 大型試料 (〜80mm角) 分析可能

クライオプラズマ集束イオンビーム加工装置 Cryo-PFIB Thermo Scientific Helios G4 PFIB Cxe
イオン源：プラズマXe、3D-SEM、EDX分析、3D-EDX、
大気⾮暴露搬送、試料冷却可

ウルトラミクロトーム UMT Leica ULTRACUT 6
電子顕微鏡⽤前処理装置、
クライオシステム温度範囲：-185〜100℃

エタン急速凍結装置 Leica EM-GP2
電子顕微鏡⽤前処理装置、温度：+4〜+60℃、
湿度：室内湿度〜99%

超深度マルチアングル顕微鏡 SEM キーエンス VHX510 倍率：30x〜5000x、試料室：200mm×200mm

走査電子顕微鏡 SEM 日⽴ハイテクノロジーズ SU3500
倍率：5〜300,000倍、測定雰囲気：低真空、
試料サイズ：〜Φ200mm×H80mm、EDX分析

ユニバーサルズーム顕微鏡 OM ニコン AZ100M
倍率：5〜400倍
明視野/射光照明/微分干渉観察

電界放射型走査電子顕微鏡 FE-SEM 日⽴ハイテク Regulus 8230

大型試料 (φ110mm)観察可能、SEM分解能：0.6nm@15kV、
反射電子像、低加速超⾼感度EDX（Urtim Extreme）、
電圧荷重印加ホルダ、大気⾮暴露搬送、試料冷却システム搭載

X線透過観察装置 i-Bit IX-300 画像分解能：  5μmサンプルトレイサイズ：250×300mm

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

微小部X線回折装置 XRD Bruker JAPAN AXS D8 advance with GADDS 数mg、□10cmまで

小角散乱 SAXS Bruker JAPAN AXS NanoSTAR 数mg、q＝0.1 nm-1〜、-100℃〜400℃、調湿環境

残留応力測定装置 リガク 残留応力測定装置 最大30cm×20cm×50cm程度、V, Cr, Co, Cu管球対応

固体核磁気共鳴装置 NMR Bruker JAPAN Bruker AVANCEⅢ
有機･無機化合物の構造解析など
可変温度：-40℃〜120℃ (プローブにより異なる)

固体核磁気共鳴装置 NMR バリアン製（アジレントテクノロジー） Agilent NMR systems 400WB
有機･無機化合物の構造解析など
可変温度：-150℃〜250℃ (プローブにより異なる)

X線回折装置 XRD リガク SmartLab

必要試料量：数mg、測定温度：室温〜1000℃、
還元/酸化および不活性雰囲気、
USAXS：q＝0.01 nm-1〜

斜入射X線分析法 GIXA Marvern Panalytical X'PertMRD

溶液核磁気共鳴装置 NMR Bruker JAPAN AVANCEⅢ
有機･無機化合物の構造解析、自己拡散係数測定など
可変温度-120℃〜150℃

溶液核磁気共鳴装置 NMR 日本電子 JEOL ECA400
有機･無機化合物の構造解析、自己拡散係数測定など
可変温度-70℃〜120℃

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

分光エリプソメータ Filmtec SCI：FilmTec3000SE

微小部⾚外光分析装置 AFM-IR Bruker ナノIR2
サイズ：①20mm角×7mm以下、②20mm角×8〜18mm

分解能：要相談

走査型共焦点レーザー顕微鏡 CLSM オリンパス LEXT-OLT3000 視野角 192×256μm、μmオーダーの形状測定

顕微インデンター インデント・プローブ・テクノロジー 最大荷重：12N、測定雰囲気：大気中、温度範囲：室温のみ

内部応力測定装置 日産アーク 内製
温度範囲：23〜1000℃、測定雰囲気：低真空窒素、Ar、
粘弾性測定周波数：1〜300Hz

環境制御ナノインデンター
低湿度発⽣装置付属

E-NI 日産アーク 内製
最大荷重：10ｍN、温度範囲：-150〜500℃、
測定雰囲気：⾼真空、粘弾性測定周波数：1〜300Hz、
湿度範囲：20〜90％RH at 23℃

⾼位置精度ナノインデンター
加熱ステージ付属

NI Hysitron TI-900改
最大荷重：12N、位置決め精度：±1μm、測定雰囲気：大気中
温度範囲：10〜185℃

⾼位置精度ナノインデンター
加熱ステージ付属

NI Hysitron TI-900改
最大荷重：12N、位置決め精度：±1μm、測定雰囲気：大気中
温度範囲：10〜185℃

走査型プローブ顕微鏡 SPM Bruker Bruker AXS
サイズ：50mm角×15mm、分解能：1nm〜100nm、
測定雰囲気：Ar

4. 形態解析及び微小部元素分析

5. 構造解析

6. ナノ/マイクロスケールでの形状・物性解析



装置名 略号 メーカー名 型式 機能

走査型プローブ顕微鏡 SPM Park NX10
サイズ：20mm角×20mm、分解能：1nm〜100nm、
測定雰囲気：大気中

ナノインデンター NI Keysite G200 XP/DCM 最大荷重：10N、硬さ･弾性率の深さ⽅向分布測定

大気⾮暴露ナノインデンター
加熱ステージ付属

GB-NI Hysitron TI-980
最大荷重：12N、温度範囲：-120〜500℃
測定雰囲気：Ar (H2O, O2 10ppm以下）、粘弾性測定周波数：1〜300Hz

顕微レーザーラマン RAMAN Bruker Optics SENTERRA

共焦点顕微分光分析装置 C-RAMAN WITec α300

共焦点ラマン顕微鏡 C-RAMAN SOL instruments Confotec NR800

レーザースペックルひずみ計 浜松フォトニクス C4240 ⾮接触ひずみ2軸計測、分解能：0.0023％

in-Situ SEMインデンター SEM-NI Hysitron PI-85 最大荷重：10ｍN、変位分解能：0.1nm

in-Situ TEMインデンター TEM-NI Hysitron PI-95 最大荷重：5ｍN、変位分解能：0.01nm

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

ブリネル硬さ計 HBW 今井精機 3386型 試験力：500〜3,000kgf

マイクロサーボ 島津製作所 MMT-500NM-10 試験容量：±500N、周波数：〜100Hz

ビッカース硬さ計 HV アカシ AVK-C2型
ISO17025対応
試験力：1〜50kgf

動的光散乱粒度分布計 堀場製作所 LB-500
溶液中粒子 3nm〜6μm (酸･アルカリ溶液除く)

溶液粘度 3cP以下、既知の単一成分である事

⽐重測定器 アルファミラージュ SD-200L 測定可能⽐重：0.0001〜26.2144 g/cm3、温度：23±2℃

水銀ポロシメーター 島津製作所 オートポア9510 400μm〜3nm、試料返却不可

自動微小硬度試験システム HV マツザワ AMT-7FS 試験力：0.001〜2kgf、分布測定可能

万能材料試験機（2kN）
恒温槽付属

INSTRON 5848（MicroTester）
負荷容量：2kN、試験速度：0.001〜500mm/min

試験温度：-90〜200℃
万能材料試験機（5kN）
恒温恒湿槽、⾼温炉付属

INSTRON 5565（恒温恒湿槽付）
負荷容量：5kN、 試験速度：0.005〜500mm/min

試験温度：-20〜900℃、湿度：95%RH＠90℃、95%RH＠RT

万能材料試験機（50kN）
恒温槽、ビデオ伸び計付属

INSTRON 5969
負荷容量：50kN、試験速度：0.001〜600mm/min

試験温度：-60〜250℃
万能材料試験機（100kN）
恒温槽、ビデオ伸び計付属

INSTRON 5982
負荷容量：100kN、試験速度：0.0001〜1016mm/min

試験温度：-40〜250℃
万能材料試験機（250kN）
恒温槽、ビデオ伸び計付属

INSTRON 5985
負荷容量：250kN、試験速度：0.0001〜508mm/min

試験温度：-180〜350℃

⾼荷重粘弾性測定装置 DMA METRAVIB DMA-50
負荷容量：±50N、周波数：1×10-6〜100Hz、
温度範囲：-120〜400℃

固体粘弾性測定装置 DMA Rheometric DMTA
負荷容量：±1.5N、周波数：1×10-6〜100Hz、
温度範囲：-150〜400℃

熱機械分析装置 TMA 日⽴ハイテクサイエンス TMA SS6100

バルク材(5×5×15mm)、フィルム材(3×15×1mm)の熱機械測定(熱膨張)

測定温度：-140〜600℃、昇温速度：5℃/min、
測定雰囲気：N2, Air, Ar

⾦属、プラスチック、セラミック、LIBセパレーターなど

熱重量⽰差熱分析装置 TG-DTA 日⽴ハイテクサイエンス TG-DTA6300‐3号機

塊状、粉末状、液状、スラリー状等(数mg)の熱重量測定
測定温度：:室温〜1300℃、昇温速度：10℃/min、
測定雰囲気：N2, Air, Ar

材料の耐熱温度評価、ゴム･LIB負極材の組成⽐率など

⽰差走査熱量計 DSC 日⽴ハイテクサイエンス DSC7000X

塊状、粉末状、液状、スラリー状等(数mg)の⽰差走査熱量測定
測定温度：-80〜450℃、昇温速度：10℃/min、測定雰囲気：N2

ガラス転移･結晶化･融解温度測定、⽐熱測定、LIBの熱安定性試験など

化学発光分析装置（イメージ） CL 東北電子産業 CLA-IMG3ns
試料台サイズ：□26mm、測定温度：室温〜400℃
測定雰囲気：N2, O2

化学発光分析装置 CL 東北電子産業 CLA-ID3ns
試料台サイズ：φ25mm、測定温度：-20℃〜500℃
測定雰囲気：N2, O2

レーザフラッシュ法熱物性測定装置 LF 京都電子工業
レーザフラッシュ法熱物性測定装置
LFA-502

バルク材(φ5×1mm)の熱物性(熱伝導率)測定
測定温度：室温〜800℃、測定雰囲気：真空、N2,  Ar

⾦属、セラミック、(プラスチック)等

レーザー回折粒度分布計 堀場製作所 LA-920
溶液中粒子 0.1μm〜2mm (水･アルコール溶媒中の測定)

既知の単一成分である事

流動法⽐表面積計 マウンテック Macsorb 1208
窒素吸着⽐表面積測定
(⾼表面積は不可 ⽬安：絶対量で150m2以下)

コーン/プレート型 回転式粘度計 BROOKFIELD LVDV-Ⅱ+Pro CP 温度範囲：-30℃〜80℃

グローブボックス UNICO

大気⾮暴露による前処理
露点：-60℃以下、酸素濃度：1ppm以下
電池分析⽤前処理（熱安定性試験など）

マイクロドロップレット 東栄産業 HM410 最大荷重：5N、最⾼温度：300℃、測定雰囲気：窒素雰囲気可

アコースティックエミッション解析装置 AE Vallen Systems ASMY-6 計測可能周波数：20〜2000kHz、チャンネル数：6

薄膜密着力 4PB DTS Company DTS 最大荷重：180N、試験速度：〜3㎜/s、変位分解能：0.05μm

動的弾性率測定装置 日産アーク 内製 試験温度：-70〜1100℃

6. ナノ/マイクロスケールでの形状・物性解析

7. 物性測定/熱分析



装置名 略号 メーカー名 型式 機能

熱衝撃試験装置 エスペック TSE-11-A-S
温度範囲(⾼温側)：〜300℃
温度範囲(低温側)：-65℃〜

⾼温槽 エスペック STH-120 (外気温度+20)℃〜300℃

⾼温槽 エスペック STH-120 (外気温度+20)℃〜300℃

⾼温槽 エスペック STH-120 (外気温度+20)℃〜300℃

熱衝撃試験装置 エスペック TSE-11-A-S

小型⾼温オーブン エスペック ST-120 測定温度：室温〜200℃

小型⾼温オーブン エスペック STH120 測定温度：室温〜300℃

真空乾燥機 EYELA VOS-300SD 測定温度：室温〜200℃

恒温恒湿槽：中型 エスペック PWL-2KP
温度範囲：-40〜120℃、湿度範囲：20〜98％RH、
層内容量：225L

恒温恒湿槽：大型 エスペック PSL-2J
温度範囲：-70〜150℃、湿度範囲：20〜98％RH、
層内容量：306L

恒温恒湿槽 楠本化成 FX-410N 温度範囲：-40℃〜+100℃

恒温槽 エスペック SU-242 温度範囲：-40℃〜+150℃

装置名 略号 メーカー名 型式 機能

超精密切断機 DISCO DAD321 最大サンプル：Φ6inch、厚さ：3ｍｍ

デジタルマルチメータ DMM KEITHLEY DMM7510 最大分解能：7.5桁

カーブトレーサー 岩通 CS-3200
最大ピーク電流/電力：400A/4kW

最大ピーク電圧：3kV

オシロスコープ tektronix MDO3104 周波数帯域：1GHz

オシロスコープ tektronix MDO3104 周波数帯域：1GHz

⾼電圧直流電源装置 Glassman FJ2P60-A 最大電圧：2kV

⾼電圧直流電源装置 Glassman FJ2P60-A 最大電圧：2kV

⾼電圧直流電源装置 Glassman FJ2P60-A 最大電圧：2kV

⾼電圧直流電源装置 Glassman EJ10P60-A 最大電圧：10kV

⾼電圧差動プローブ tektronix THDP0200 最⾼周波数帯域：100MHz

⾼電圧差動プローブ tektronix THDP0200 最⾼周波数帯域：100MHz

⾼精度データロガー DMM KEYSIGHT 34972A 最大分解能：6.5桁

⾼精度データロガー DMM KEYSIGHT 34972A 最大分解能：6.5桁

⾼精度データロガー DMM KEYSIGHT 34972A 最大分解能：6.5桁

ロゴスキーコイル 岩通 SS-284A ピーク電流：300A

ロゴスキーコイル 岩通 SS-284A ピーク電流：300A

ボンドテスター デイジ社 4000Plus
Y⽅向 0〜200kgf

Z⽅向 0〜100kgf

真空リフロー装置 ATV SRO700 ギ酸リフロー可

ワイヤーボンダー HESSE MECHATRONICS BJ935 標準ワイヤ径：200μm、600μm

パワーサイクル試験装置 内製 － サンプルの個別電流制御可、冷却カーブ測定によるTjmax測定可

9. その他

8. 環境試験器
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