
JASIS 2016  ⼩セミナー

観察だけじゃない！
試料情報 数値化“SEM＋α”で試料情報を数値化

粒⼦解析 細孔解析の最新応⽤例をご紹介－ 粒⼦解析、細孔解析の最新応⽤例をご紹介 －
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内容

フェノムワールド社卓上SEM
ProSuiteアプリケーションソフトウェア
ProSuiteアプリーションソフトウェアによる解析例



フェノムワールド社

1949年 PHILIPS社 電⼦顕微鏡の製造・販売開始
1996年 PHILIPS社の電⼦顕微鏡部⾨がFEI社と合併
2006年 FEI社 卓上SEM“Phenom”を発売
2009年 FEI社から卓上SEMの専⾨メーカーとして独⽴

ファノムワールド社誕⽣
2012年 ジャスコインタナショナル（株）⽇本で取り扱い開始



フェノムワールド社卓上SEMの特徴

CeB6電⼦銃による⾼画質観察

卓越した操作性 スピ ド卓越した操作性・スピード
ナビゲーション機能、⾃動ステージを搭載
リビジット機能 New！リビジット機能 New！
⾮導電性試料もコーティング不要
30秒でSEM像表⽰
除振台不要、振動があっても像が乱れない

豊富なアプリケーションソフト豊富なアプリケ ションソフト
「観察＋アルファ α」 で試料の多⾓的評価が可能



ProSuiteアプリケーションソフトウェア

EDS元素分析
点、ライン、マッピング

パーティクルメトリック
粒⼦解析

⾃動画像マッピング
SEM像を⾃動取得・接合し
広範囲の画像を⾃動作成

ポロメトリック
細孔解析

広範囲の画像を⾃動作成

ファイバーメトリック
繊維径、細孔⾯積

リモートUI
リモートコントロール

3Dラフネス
3D画像構築、表⾯の粗さ

「観察 ＋ アルファ α」で試料の多⾓的評価が可能「観察 ＋ アルファ α」で試料の多⾓的評価が可能



パーティクルメトリック

粒⼦のサイズ・形状解析
像 ⾃SEM像から粒⼦を⾃動で検出

様々なパラメータによる粒⼦の特性評価
SEM観察 粒⼦の評価まで 連操作SEM観察〜粒⼦の評価まで⼀連操作



ポロメトリック

孔のサイズ・形状解析
像 ⾃SEM像から孔を⾃動で検出

様々なサイズや形状パラメータによる特性評価
SEM観察 孔の評価まで 連操作SEM観察〜孔の評価まで⼀連操作



ファイバーメトリック

繊維径、隙間⾯積の解析
像 維 ⾃SEM像から繊維、隙間を⾃動で検出

繊維径、隙間⾯積をヒストグラムで表⽰
SEM観察から繊維の評価まで 連操作SEM観察から繊維の評価まで⼀連操作



⾃動画像マッピング機能

SEM像の⾃動取得、連結画像の作成
像 ⾼解像度広い視野の画像を⾼解像度で取得可能

画像取得から連結画像の作成まで全⾃動
⾃動取得したSEM像はパ テ クルメトリ ク ポロメトリ ク⾃動取得したSEM像はパーティクルメトリック、ポロメトリック、
ファイバーメトリックにて解析可能



解析例

ProSuiteアプリケーションソフトウェアによる解析例

① ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦
② 湿布剤の粘着⼒
③ ⽣クリームの気泡③ ⽣クリ ムの気泡
④ タバコのフィルター



①ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦

試料： ディスプレイ⽤機能性フィルム

フィラー粒⼦
・ ⾦属酸化物
・ 1次粒⼦の粒⼦径 Φ15nm フィラー粒⼦

製造
・ 樹脂ペレット → フィルム製造 20000倍、視野幅13.5μm、10kV

フィラー粒⼦の分散状態をパーティクルメトリック（粒⼦解析）にて評価



①ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦

AutoAcquire

10000倍、視野幅27.1μm、10kV
SEM像の⾃動取得

AutoAcquire
10000倍×100枚

⾼倍率のSEM像も⾃動取得可能



①ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦

粒⼦の検出結果
微細粒⼦も漏れなく検出

解析に使⽤したSEM像
10000倍×100枚



①ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦

円⾯積相当径
（体積基準）粒⼦検出

粒⼦解析の結果

検出粒⼦数：638個
SEM像100枚

D10 D50 D90 Avg

倍率 10000倍
視野幅 27.1μm

円⾯積相当径

233 nm 457 nm 617 nm 441 nm

（個数基準）
8687 個 / 1 mm2

粒⼦径15 nmの1次粒⼦が
D10 D50 D90 Avg

144 nm 227 nm 449 nm 260 nm

粒⼦径 次粒⼦
中央値 227nm（個数基準）
の凝集体として フィルム中に分散



①ディスプレイ⽤フィルムのフィラー粒⼦

円⾯積相当径（個数） 円⾯積相当径ー円形度

パーティクルメトリック：解析画⾯

円⾯積相当径：134 nm 円⾯積相当径：381 nm積相 径
円形度：1

積相 径
円形度: 0.465

⼆次粒⼦のサイズ・形状から製品の性能評価への可能性



②湿布剤の粘着⼒

試料： 湿布剤 使⽤前 使⽤後

⾓質⾓質

500倍視野幅542μm、5kV 500倍、視野幅542μm、5kV

粘着⾯に付着した⾓質の割合をパーティクルメトリック
（粒⼦解析）で解析し、粘着⼒を評価



②湿布剤の粘着⼒： SEM像取得

ノーマルタイプ
多

肌に優しいタイプ
500倍、視野幅542μm、5kV 視野幅6.86mm×2.47mm、5kV

少少

視野幅6.86mm×2.47mm、5kV500倍、視野幅542μm、5kV 詳細観察、広域観察の両⽅が可能



②湿布剤の粘着⼒

検出画⾯ 解析画⾯

パーティクルメトリック

検出画⾯ 解析画⾯

」」
解析に使⽤したSEM像

Area：8.8 x 103 μm2



②湿布剤の粘着⼒： 解析結果

⾓質の総⾯積 ：5.37 mm2

全視野（SEM像50枚） ：14.53 mm2

ノーマルタイプ

⾓質の占める割合 ：37.0 %

500倍、視野幅539μm、5kV

⾓質の総⾯積 ：1.21 mm2

全視野（SEM像50枚） ：14 53 mm2

倍 視 幅 μ

肌に優しいタイプ
全視野（SEM像50枚） ：14.53 mm2

⾓質の占める割合 ：8.3 %

500倍、視野幅539μm、5kV

粒⼦以外の試料にも応⽤可能



③⽣クリームの気泡

試料： ⽣クリーム
300倍 4000倍

視野幅903μm、10kV 視野幅67.5μm、10kV

気泡

泡だての状態と気泡サイズの変化をポロメトリック（細孔解析）にて評価



③⽣クリームの気泡

1分半 3分 4分 4分半

孔の観察、検出結果

1分半
（液状）

3分
（5分⽴て）

4分
（8分⽴て、良い）

4分半
（分離⼨前）

気泡：⼤、少 気泡：⼩、多



③⽣クリームの気泡
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攪拌時間（分） クリームの状態 細孔数（個）
気泡

⾯積平均（μm2） ⾯積率（％）

攪拌時間（分）攪拌時間（分）

⾯積平均（μm ） ⾯積率（％）
1.5 液状 560 1470 15.12
3 5分⽴て 1106 1060 21.73
4 8分⽴て、良い 1634 760 22.35

4.5 分離⼨前 3070 456 19.8

数値による客観的な評価が可能



④タバコのフィルター

試料： タバコ Light
タール 1mg

Heavy
タール 10mg

ニコチン 0.1mgニコチン 0.8mg

タバコの重さの違いをポロメトリック（細孔解析）と
ファイバーメトリック（繊維径解析）で⽐較



④タバコのフィルター

試料：タバコ
Heavy
LightLight

装置
proX PREMIUMⅡ
ピンスタブチャージ軽減ホルダ

側⾯の孔 フィルタ 断⾯ フィルタ 縦断⾯観察・測定
側⾯の孔の観察
全体観察 SEM像⾃動取得（⾃動画像マッピング）

側⾯の孔 フィルター断⾯ フィルター縦断⾯

全体観察、SEM像⾃動取得（⾃動画像マッピング）
フィルター断⾯の細孔解析（ポロメトリック）
フィルターの繊維径解析（ファイバーメトリック）



④タバコのフィルター： 側⾯の空気孔

外から空気が⼊り、煙が
薄まるようになっている

側⾯の空気孔

Heavy Light

752 μm281 μm

300倍、視野幅903μm、10kV300倍、視野幅903μm、10kV



④タバコのフィルター： 断⾯

フィルター断⾯：全体像

310倍×144枚Heavy Light 310倍×156枚



④タバコのフィルター： 断⾯

フィルター断⾯の孔：ポロメトリック

Heavy Light

SEM像 310倍×42枚 SEM像 310倍×42枚SEM像 310倍×42枚
細孔数 6644個
細孔⾯積 中央値 451 μm2

SEM像 310倍×42枚
細孔数 15666個
細孔⾯積 中央値 252 μm2



④タバコのフィルター： 縦断⾯

i h

フィルターの繊維（縦断⾯）

太 細

Heavy Light

300倍、視野幅905μm、10kV 300倍、視野幅906μm、10kV



④タバコのフィルター： 縦断⾯

フィルターの繊維：ファイバーメトリック

Heavy Light

SEM像 310倍 × 52枚 SEM像 310倍 × 52枚SEM像 310倍 × 52枚
測定数 5200（100箇所/画像）
繊維径 中央値 34.41 μm

SEM像 310倍 × 52枚
測定数 5200（100箇所/画像）
繊維径 中央値 20.41 μm



④タバコのフィルター

測定内容 Heavy Light

側⾯の空気孔 ⼩ ⼤側⾯の空気孔 ⼩ ⼤

フィルター 細孔⾯積
451 μm2

細孔⾯積
252 μm2

繊維径 繊維径
34.41 μm 20.41 μm

解析ソフトの組み合わせにより多⾓的評価が可能



まとめ

⾼輝度のCeB6電⼦銃を採⽤し 鮮明なSEM像が得られます

フェノムワールド社卓上SEMの特徴

⾼輝度のCeB6電⼦銃を採⽤し、鮮明なSEM像が得られます。
ナビゲーション機能、⾃動ステージを搭載し、卓越した操作性を提供します。
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。

ProSuiteアプリケーションソフトウェアによる解析例
ディスプレイ⽤モニターのフィラー粒⼦
湿布の粘着⼒
⽣クリームの気泡
タバコのフィルター



ご清聴ありがとうございました

ジャスコインタナショナル株式会社


