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本⽇の発表内容

卓上● 卓上 Phenom SEM
● Phenom Pharos （卓上 FE-SEM）新登場！
● アプリケーション例のご紹介
(元素分析、繊維径・粒⼦解析）

ジャスコインタナショナル株式会社 1



「もっと⾒たい」に応える 卓上 FE SEM “Phenom Pharos”が新登場！

卓上 FE-SEM “Phenom Pharos”の特徴

卓上 Phenom SEM

● P-series
● XL

: スタンダードな観察・解析
: 多検体・⼤きなサンプルの観察・解析

「もっと⾒たい」に応える 卓上 FE-SEM Phenom Pharos が新登場！

卓上 Phenom SEM ● XL
● Pharos  

: 多検体 ⼤きなサンプルの観察 解析
: ⾼分解能・⾼倍率の観察・解析

「⾒る」 FE電⼦銃だから、超⾼画質
「操る」 シンプル操作でスピーディーに観察
「測る」 「観察＋ 」で 歩先の解析まで
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「測る」 「観察＋α」で⼀歩先の解析まで

2



FE電⼦銃だから 超⾼画質

卓上 FE-SEM “Phenom Pharos”「⾒る」

FE電⼦銃だから、超⾼画質
⾼輝度・⻑寿命のFE電⼦銃を搭載
⾼分解能・⾼倍率の観察が可能

ジャスコインタナショナル株式会社

ナノファイバー
(倍率：10万倍)

⾦ナノ粒⼦
(倍率：10万倍)
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卓上 FE-SEM “Phenom Pharos”   ⾦ナノ粒⼦
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卓上 FE-SEM “Phenom Pharos”   ナノファイバー
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ナビゲーション画⾯（光学顕微鏡像＋SEM像）

シンプルな操作でスピーディーに観察

「操る」

シンプルな操作でスピ ディ に観察
① ナビゲーション機能
② ⾃動ステージ搭載
③ リビジット機能

→ 観察位置を確認
→ クリック位置まで瞬時に移動
→ 戻って再観察、再解析

導⼊から、わずか30秒で
SEM像を表⽰

光学顕微鏡像で
観察位置を確認

戻って
再観察、
再解析

前の撮像箇所

低倍率SEM像で

再解析
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観察位置を確認



ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

「観察＋α」で⼀歩先の解析まで -多彩なソフトで試料を多⾓的に評価 -

観察

「観察＋α」で 歩先の解析まで 多彩なソフトで試料を多⾓的に評価
観察＋組成解析
観察＋サイズ・形状解析

EDS元素分析 繊維径 粒⼦

サイズ・形状解析組成解析
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3D、粗さ 細孔
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「測る」

「観察＋α」で⼀歩先の解析まで

ProSuiteアプリケーションソフトウェア

観察

「観察＋α」で 歩先の解析まで
観察＋組成解析
観察＋サイズ・形状解析

組成解析
EDS元素分析 繊維径 粒⼦

サイズ・形状解析
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3D、粗さ 細孔



ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

「観察＋組成解析」で⼀歩先の解析まで「観察＋組成解析」で 歩先の解析まで
EDS元素分析
点分析、ライン分析、マッピングにより、試料表⾯に含まれる元素を確認することが可能

+
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点分析 ライン分析 マッピング
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「観察＋α」で⼀歩先の解析まで

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

「観察＋α」で 歩先の解析まで
観察＋組成解析
観察＋サイズ・形状解析

解析 ⾃動化
観察

解析を⾃動化！

組成解析
EDS元素分析 繊維径 粒⼦

サイズ・形状解析
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3D、粗さ 細孔



「サイズ・形状解析」ソフトのラインナップ

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

「サイズ 形状解析」ソフトのラインナップ

繊維径、隙間⾯積
ファイバーメトリック

3D画像の構築、粗さ解析
3Dラフネス

細孔解析

粒⼦解析
パーティクルメトリック
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ポロメトリック

11



「観察＋サイズ 形状解析」で 歩先の解析まで

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

繊維径、隙間⾯積
ファイバーメトリック

「観察＋サイズ・形状解析」で⼀歩先の解析まで
●数⼗ nmの繊維200箇所をわずか10秒で
解析し、ヒストグラムや繊維径・配向を表⽰！

⾃動
解析 <解析結果>

銀ナノロッド

<解析結果>

倍率
測定箇所
中央値

: 20万倍
: 200箇所
: 28.42 nm
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20万倍、視野幅1.34 μm、10 kV

銀ナノロッド 中央値
平均値 : 29.11 nm
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「観察＋サイズ・形状解析」で⼀歩先の解析まで

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

粒⼦解析
パーティクルメトリック

●数⼗ nmの粒⼦223個をわずか10秒で
解析し、ヒストグラムやスキャッタプロットを表⽰！

「観察＋サイズ 形状解析」で 歩先の解析まで

⾃動
解析

⾦粒⼦
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20万倍、視野幅1.34 μm、15 kV

⾦粒⼦
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「観察＋サイズ・形状解析」で⼀歩先の解析まで 円⾯積相当径 × アスペクト⽐

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る」

粒⼦解析
パーティクルメトリック

「観察＋サイズ 形状解析」で 歩先の解析まで 円⾯積相当径 × アスペクト⽐

クト
⽐

円⾯積相当径
・個数基準・体積基準 D50

69.4 nm
D50
29.4 nm

ア
ス

ペ
ク

円⾯積相当径円⾯積相当径

円⾯積相当径 21 9

ジャスコインタナショナル株式会社

円⾯積相当径
アスペクト⽐

57.2 nm
0.93 

51.9 nm  
0.251
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「観察＋α」で⼀歩先の解析まで

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る・参考」

複数SEM像の
取得〜解析を⾃動化 !

「観察＋α」で 歩先の解析まで
観察＋組成解析
観察＋サイズ・形状解析 観察

⾃動でSEM像取得

組成解析
EDS元素分析 繊維径 粒⼦

サイズ・形状解析
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⾃動で「取得＋解析」 -リチウム電池の正極材料 (LiNiCoMnO )-

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る・参考」

●わずか10分で50枚のSEM像を⾃動取得
●わずか15分で粒⼦5236個を検出

⾃動で「取得＋解析」 リチウム電池の正極材料 (LiNiCoMnO2)
粒⼦解析
パーティクルメトリック+

⾃動
解析

⾦粒⼦

解析
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6000倍、視野幅54.2 μm、10 kV

⾦粒⼦
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円⾯積相当径 × 円形度⾃動でSEM像の「取得＋解析」

ProSuiteアプリケーションソフトウェア「測る・参考」

円⾯積相当径 × 円形度

形
度

⾃動でSEM像の「取得＋解析」
粒⼦解析
パーティクルメトリック+

円⾯積相当径
・個数基準

円
形

・体積基準 D50
14.5 μm

D50
9.38 μm

円⾯積相当径円⾯積相当径

ジャスコインタナショナル株式会社

円形度 0.977 nm0.561 nm  

17



発表まとめ

卓上 FE SEM “Phenom Pharosの特徴

● ⾼輝度・⻑寿命のFE電⼦銃を採⽤しており、超⾼画質のSEM像が得られます。
● ナビゲーション機能、⾃動ステージ、リビジット機能を搭載し、卓越した操作性を提供します。

卓上 FE-SEM Phenom Pharosの特徴

● 豊富なアプリケーションソフトにより、試料の多⾓的評価が可能です。

アプリケーション例
● 超⾼画質なSEM像を⽤いた⾃動解析

① ナノ繊維の⾃動解析
② ナノ粒⼦の⾃動解析

ジャスコインタナショナル株式会社

● SEM像の⾃動取得・解析

18



ジャスコインタナショナル株式会社
ご清聴ありがとうございました
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