
JASIS 2020：OI ウェビナー Week
11/13 にはライブウェビナーも開催！

3 日間限定　OnDemand ご視聴プラン オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

ID ウェビナータイトル 見どころ

JASIS20-01
SEM 用分析装置新製品ダイジェスト ～
AZtecWave/Symmetry
S2/AZtecCrystal

SEM に搭載する WDS、EBSD 分析装置の新製品をご紹介します。AZtecWave は EDS の高速分析に
WDS の微量元素定量性能を拡張します。EBSD は分析スピードがさらに向上した Symmetry S2 検出器と、
新世代の EBSD データ解析ソフトウェア AZtecCrystal によって、高速かつ正確に EBSD 解析が可能です。

JASIS20-02 SEM 用分析装置新製品ダイジェスト ～
AZtecLive/Feature

世界初の Live の EDS マップと高速・高精度の粒子解析を組み合わせて、これまでなかった効率的な粒
子解析をご紹介します。アプリケーションごとに最適化したオプションソフトと組み合わせることでさら
に役立つ結果を得られます。

JASIS20-03 オックスフォード・インストゥルメンツ
の MRI サービス

強力な磁場と電波を利用して体内の様々な断面を撮影できる MRI は、1973 年に登場して研究開発が行
われ、1980 年代に実用化し、病院で稼働し始めました。よく比較される CT との違いは、放射線によ
る被ばくもなく、頭蓋骨に囲まれた脳や脊髄などの診断に適しています。現在も日進月歩で発展し続け、
画像診断装置としてなくてはならない存在となりました。今回は、オックスフォード・インストゥルメン
ツ株式会社と MRI で使用される超電導磁石の開発の歩みについてご紹介します。

JASIS20-04 大型試料対応 Jupiter XR 用 
新機能のご紹介

昨年リリースした Jupiter XR の新機能をご紹介いたします。操作性向上を目指した新オペレーション・
ソフトウェア "Ergo" をはじめ、dC/dV と同時に “キャパシタンス情報” も得ることができる最新の SCM
機能をご紹介します。

JASIS20-05 Marana － X
業界最速の直接 X 線検出器

新製品　高エネルギー検出器　Marana-X をご紹介いたします。直接検出方式でセンサーとして背面照
射型 sCMOS を採用しており、高量子効率、高速でのデータ取得が可能です。シンクロトロン、HHG, 自
由電子レーザー等の高強度ビームラインを使用した EUV・軟 X 線領域の実験に最適な検出器です。

JASIS20-06 世界初の広帯域卓上
NMR「X-Pulse」

NMR は主に有機化学の分野で普及し、分子構造の決定に使われています。最近では水素や炭素以外の
多くの元素（多核）の測定が可能になり、幅広い分野で利用される様になりました。X-Pulse は、高い
磁場均一性と温度安定性を備えた永久磁石を使用した冷媒不要の卓上 NMR です。本ウェビナーでは、
卓上 NMR では世界初となる広帯域多核測定をはじめ、フローセルや温度可変プローブを使った測定等
の新機能をご紹介します。

JASIS20-07 新しい無冷媒希釈冷凍機 
Proteox のご紹介

希釈冷凍機は量子コンピュータの開発や凝縮系物理学の分野で活躍する極低温クライオスタットです。
高い柔軟性を持ち複数の実験グループで供用が可能な ProteoxMX や低いベース温度と高い冷却能力を
特徴とした Proteox 5mK をご紹介いたします。また、低温工学用アクセサリ Mercury 2020 プロモーシ
ョンの詳細を説明致します。

JASIS20-08 ウイルス学研究における
原子間力顕微鏡の応用

米国で開催されたオンラインシンポジウム「生物研究分野における原子力間顕微鏡の応用」（約 2 時間， 
日本語キャプション付き）を配信いたします。ウイルス研究に AFM を活用している 4 名の研究者の講演
をご視聴いただけますのでこの機会に是非ご利用ください。
1. Icosahedral Viruses: Stress, Strain, and Time : Indiana University / Dr. Bogdan Dragnea
2. Nanomechanics of the T7 bacteriophage : Semmelweis University / Dr. Miklos Kellermayer
3. AFM for Investigating the Processes Underlying
 Detection/Sensing of Vitro Tests of Antiviral Drugs : University of Oxford / Dr. Sonia Contera
4. Imaging Viruses Capsids by Multifrequency Atomic Force Microscopy : 
 Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology / Dr. Neus Domingo

JASIS20-09 EDS in Biology
～生体中元素の可視化技術～

近年の EDS 技術の向上により、生物試料でも電子染色はもちろん、生体由来元素の可視化が可能にな
りました。バルクから薄膜まで、様々な分析例を紹介します。

JASIS20-10
知っておきたい AFM の基本技術
液中観察・測定のための
重要なポイント

溶液中でのイメージングやフォースカーブ測定において、試料の固定方法、溶媒の調製、カンチレバー
の選択などでお困りになったことはありませんか？弊社の経験豊富なアプリケーションサイエンティスト
が様々なコツをご紹介します。AFM の特長のひとつである液中測定の基本技術をおさらいして、分析の
幅をさらに広げましょう。

JASIS20-11 蛍光イメージングプラットホーム
Dragonfly のご紹介

Dragonfly はスピニングディスク共焦点システムをベースとした新しいイメージングプラットホームです。
1 台で共焦点、全反射照明（TIRF）、Widefield に対応しており、超解像イメージングも可能です。撮影
の速度、感度、分解能の面で優れており、一般的に使用されている共焦点顕微鏡より広範囲（励起：
405-785nm）の波長帯に対応しているため、幅広い用途でご使用いただけます。本ウェビナーでは、具
体的なアプリケーションを交えながら装置の紹介をさせていただきます。

JASIS20-12 Classify and analyse your 3D world
お手元の多次元データ、撮れた見えたで満足していませんか。気付いていなかった情報を、その画像デ
ータから有効活用しませんか？大量データを視覚化、定量解析、比較できるソフトウェアをご紹介します。
新しい Classification をどうぞ。

関連分野　 ：電子顕微鏡用分析装置　 ：原子間力顕微鏡　 ：超解像顕微鏡（Andor Technology)　 ：低温・超電導製品　 ：その他

材料の特性評価によるリチウムイオン電池の性能の向上

詳細はこちら →　

www.oxinst.jp 2020. Oxford Instruments



●波長分散型 X 線分析装置 
「AZtecWave」

ppm レベルの微量元素を分析可能な WDS
が、正確性と使いやすさでご好評いただい
ている EDS 分析システム「AZtecLive」に
統合されました。EDS
の 高 速 元 素 分 析 と
WDS の 微 量 元 素 検 出
を組み合わせ、正確で
信頼性のある定量分析
が実現します。

●高速 EBSD 検出器 
「Symmetry S2」

分析スピードが毎秒 >4500 ポイントの超高
速での EBSD を実現し、EBSD 分析のスルー
プットが向上します。独自の光ファイバー
光学系により、高感度で菊地パターンを検
出し、あらゆる試料において高速分析が可
能です。

●新世代 EBSD データ解析
ソフトウェア「AZtecCrystal」
最大 6400 万ポイントの大容量データを高
速で処理可能な EBSD データ解析ソフトウ
ェアです。使いやすいインターフェースで、
様々な解析を簡単に実行・出力可能です。

●エネルギー分散型 X 線
分析システム「AZtecLive」
ライブ元素マップを表示可能で効率的で正
確な EDS 分析を実現します。最大 170mm2
の大面積 SDD 検出器「UltimMax」やウイ
ンドウレス検出器「UltimExtreme」により、
高速分析、高解像度マップ分析が可能です。

● MFP-3D ファミリー 
【コスパ最強のベーシックモデル】

・ 妥協の無い基本性能はそのままに、手頃な価格設定
・ 高い拡張性と多様なアクセサリ
・ 広域スキャンかつ高さのあ

る試料にも対応
・ ラボユースに最適

● Cypher ファミリー 
【R&D 向け最上位モデル】

・ 究極の空間分解能と安定性。原子 / 分子分解能を「誰でも」
「安定的に」。

・ 高 速 ス キ ャ ン を 実 現。Video-Rate
スキャンにも対応。

・ 環境制御、その場観察に最適。試料
のダイナミクスな反応を観察可能。

・ 世界で初めて光熱励振によるタッ
ピングを商用化（blue DriveTM）

● Jupiter XR
 【大型試料対応ステージ型】

・ 「超高分解能イメージング」「高速スキャン」「広域スキャ
ン」を単一スキャナで実現

・ blue Drive を標準搭載。探針
摩耗を劇的に低減し、連続測
定の再現性を向上

・ 大型基板試料のラフネス測定
に最適

・ 測定時間を短縮して生産性を
大幅に向上

セミナーのご案内：新技術説明会・オープンソリューションフォーラム

詳しくは WEB サイトで：oxinst.jp

Nano Analysis ［分析機器事業部］

Asylum Research ［アサイラム・リサーチ事業部］

SEM 用分析装置の新製品を展示いたします。

バラエティー豊かな業界最高性能の『原子間力顕微鏡（SPM/AFM）』を展示し、目的に最適なご提案を致します。

製品に関するお問い合わせ先は
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社　各事業部まで

アサイラム・リサーチ事業部　
Email：sales.asylum.jp@oxinst.com　
製品ラインナップ：AFM.oxinst.jp 

低温・超電導事業部　
Email：nanoscience.jp@oxinst.com
製品ラインナップ： nanoscience.oxinst.jp/

分析機器事業部　
Email：na-mail.jp@oxinst.com　
製品ラインナップ : nano.oxinst.jp/

アンドール・テクノロジー事業部　
Email：info.andorjp@oxinst.com　
製品ラインナップ：andor.oxinst.jp/

聴講には整理券が必要となります。詳細はこちらをご覧ください。  https://www.jasis.jp/
新技術説明会

EDS と WDS  SEM を使った元素分析のポイント SEM を使った元素分析装置として使用されている EDS と WDS
について、使い分けや有効な手法を説明します。 11 月 11 日（水） 11:45 ～ 12:10 A 会場 アパホテル＆リゾート

< 東京ベイ幕張 >　2 階 　A-7

EDS と EBSD を使ったバッテリー材料の評価 リチウムイオン電池等の電池材料を評価するための EDS/EBSD
分析技術を紹介します。 11 月 13 日（金） 14:25 ～ 14:50 A 会場 アパホテル＆リゾート

< 東京ベイ幕張 >　2 階 　A-8

オープンソリューションフォーラム

EBSD を使った高強度軽量鋼の微細構造解析

EBSD（電子線後方散乱回折）は SEM に検出器を搭載して材料
の微細構造を解析する装置です。EBSD を使って軽量高強度鋼
板の集合組織や結晶粒、粒内ひずみ等の微細構造を解析した
事例を紹介します。

11 月 13 日（金） 14:25 ～ 14:50 ホテルニューオータニ幕張　N-6

JASIS 2020 イベントページ →　JASIS 2020 主要展示


