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革新的な研究へ最速経路



Park Systems  The Most Accurate Atomic Force Microscope



Park NX10 
ナノテクノロジー研究への最高の選択  
より良い正確さは、より良いデータを意味します  
Park NX10は、信頼性が高く、再現性もある為に最高のナノ分解能データをもたらします。

世界で唯一の真のノンコンタクトモードAFMにより、お客様のサンプルを保護し且つチップ寿命を延ばし、またフレクチャー式で

分離型XYとZクローズドループスキャナにより他に比類ない精度と分解能が得られます。  

より良い正確さは、より良い生産性を意味します  
サンプルのセットから、イメージング、計測及び解析までの全イメージング工程において、Park NX10 はすべてのステップで時間

の節約ができます。ユーザーフレンドリなインターフェース、簡単なレーザーアライメント、自動チップアプローチ更に優れた解析

ソフトウェアにより、これまでより速く最終結果を得ることができます。

  

より良い正確さは、より良い研究を意味します  
時間の余裕とより良いデータで、革新的な研究に集中することができます。

そして、幅広い測定モードとカスタマイズできる柔軟な設計により、Park NX10は、どんなユニークなプロジェクトに対しても

簡単に追従できます。



Park NX10
革新的な仕事のための革新的な特徴

クロストーク除去による正確なXYスキャン
  
     •  サンプルスキャンとプローブスキャンの為の2つの独立したXY及びZフレクチャー式クローズドループスキャナ
     •  湾曲の無い、平坦で直交したXYスキャン
     •  全スキャン範囲で1 nm未満の平坦度
     •  全スキャン範囲で、0.015 %未満のZスキャナ直線性
     •  ソフトウェアの処理を必要としない正確な高さ計測  

  低ノイズZディテクタによる正確なAFMトポグラフィー
   
     •  業界をリードする低ノイズZ検出器によって測定されたサンプルトポグラフィー 
     •  エッジのオーバーシュートやピエゾクリープエラーのない真のサンプルトポグラフィー™
     •  高速スキャンにおいても、正確な表面のハイト情報を取得
     •  フォワードサインスキャンアルゴリズムによりXYスキャナのリンギングを削減 
     •  フォワードスキャンとバックスキャンの走査ギャップを業界最高水準の0.15 %未満に抑制

   
真のノンコンタクトモード™モードによる最高のチップ寿命、分解能及びサンプル保護

     •  業界をリードする、9 kHz以上のZスキャナのバンド幅
     •  62 mm/sec以上のチップ速度を実現する最も高速なZサーボ 
     •  長時間の高品質、高分解能イメージングにおいて最小のチップ摩耗
     •  最小に抑えたサンプル損傷または変形
     •  各社タッピングイメージングモードが共通して持つ測定パラメータ依存性が無い

  
最も包括的で拡張的なAFMソリューション

     •  SPMモードの最も高い拡張的レンジを持つ
     •  サンプル測定オプションの最大数
     •  業界最高のオプション互換性とアップグレード性
     •  3インターナルロックイン、Q制御、およびバネ定数キャリブレーションを含む 24ビットデジタルエレクトロニクス
     •  アクースティック エンクロージャ内のアクティブ温度制御

  
進化したデザインによる最高のユーザ利便性

     •  簡単なサンプル及びチップ交換の為のオープンサイドアクセス機構
     •  プリアラインチップマウントによる簡単かつ、直観的なレーザーアライメント
     •  ダブテールロックマウントによる簡単なヘッドの取り付け・取り外し
     •  高解像度の光学観察のための直上の光学系
     •  10秒以内に表面にアプローチする高速自動チップアプローチ 
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Park NX10
AFM テクノロジー

ボウイングが無い平坦で直交したXYスキャナ
  

Park社のクロストーク除去機構はスキャナのボウイングを取り除き、スキャン位置、スキャンレート或いはスキャンサイズに関係なく平坦で直交した

XYスキャンが可能です。最も平らなサンプル（光学フラット）や或いは様々なスキャンオフセットがあった場合でもバックグラウンドの湾曲を示しません。

研究とエンジニアリングの最も困難な問題に対して、非常に正確な高さ測定と精密なナノメトロロジーをお客様にご提供します。

分離されたXYスキャナとZスキャナ
  

Park社と競合他社との根本的な違いはスキャナ構造です。  

Park社の独特のフレクチャー機構に基づく独立したXYスキャナ、

およびZスキャナの設計によって、業界において比類ない

ナノ分解能で正確なデータを可能にしています。

正確な表面測定
  

“フラット”な試料面は、そのまま！
  
     •  低残留湾曲

     •  ソフトウェア処理は不必要（生データで解析）

     •  スキャンローケーションとは無関係の正確な結果
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画像処理無しの生データ



     •  トポグラフィーの為の低ノイズZ検出信号を使用

     •  大帯域幅で0.02 nmの低いZ検出器ノイズ

     •  リードとテールのエッジでエッジのオーバーシュート無し

     •  キャリブレーションは、工場内で一度のみ （フィールドでキャリブレーション不要）
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クリープ効果無し 

従来のAFM Park NX シリーズ

従来のAFM Park NX シリーズ

Z 電圧 (トポグラフィー)

サンプル: 1.2 µm ステップハイト (9 µm x 1 µm, 2048 ピクセル x 128ライン)

圧電クリープ効果 

Z検出器 (高さ)

業界をリードする低ノイズZ検出器
  

当社のAFMは、市場で最も効果的な低ノイズのZ検出器が装備されており、大きな帯域幅で0.02 nmのノイズを実現しています。 

これにより非常に正確なサンプルトポグラフィーが得られ、ハイアスペクト試料におけるエッジのオーバーシュートが無く、またキャリブレーションも

必要としません。Park NX10は時間を節約し、同時により良いデータを提供します。

低ノイズZ検出器で測定される正確な試料トポグラフィー

低ノイズ クローズドループ トポグラフィー、AFMスキャナによるアーチファクト無し



イメージを１回スキャンします。
カンチレバーをリフトします。
電動ステージをユーザー定義済みの座標の方へ動かす
アプローチ
スキャンを繰り返し
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1     50 µm x 50 µm のスキャナレンジの2Dフレクチャーガイド式スキャナ 
    

XYスキャナは、対称な2次元フレクチャー式ピエゾスタックで構成されています。 

それは、ナノスケールにおける高分解能計測において不可欠な高い直交性、平坦性及び高速応答を可能にしています。 

Park NX10のコンパクトで高剛性構造は、低ノイズ、高速サーボ応答を可能にしています。 

     15 µm 高速Zスキャナ
  

高力スタックピエゾによって駆動されるフレクチャー構造を持つ標準Zスキャナは、9 kHz以上（通常は10.5 kHz）

の高共振周波数と48 mm/秒のチップ速度を誇る超高速Zサーボを持っています。 最大Z走査範囲は、

ロングスキャナオプションによって、１５μmから30μmに拡張できます。

     低ノイズXYZポジションセンサー
  

業界最高レベルのZ検出器の信号が印加Z電圧の代わりにトポグラフィー信号として使用され、その結果、

低ノイズXYクローズドループ スキャンにおいてフォワードスキャンとバックワードスキャン間のデータギャップを0.15 %

未満まで最小化しました。

      電動XY試料ステージ

サンプルの測定位置は、容易に自動XY試料ステージによって制御されます。

XY試料ステージの移動範囲は、20 mm x 20 mmです。

     “ステップ＆スキャン”　自動機能
  

“ステップ＆スキャン”は電動試料ステージを制御して複数の領域の

自動イメージングをプログラムできます。動作手順は下記のようになります：

この自動化した機能は、スキャンプロセス中にオペレータの

関与をなくして生産性を大幅に向上させます。

      容易なアクセスを可能にするサンプルホルダー
   

Park NX10の独特なヘッドデザインは、最大50 mm x 50 mm x 20 mm 

(幅 x 長さ x 高さ) のサンプルサイズに対応しており、

サンプルとチップへ容易アクセスが可能です。
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Park NX10
革新的なAFMテクノロジーを搭載
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     高度なSPMモードおよびオプションの為の拡張スロット
    

オプションモジュールを拡張スロットに簡単にプラグインすることで高度なSPMモードが有効になります。 

そして、NX-シリーズの共通モジュラー・デザインにより、そのモジュールは他のモデルにも互換性を持っています。
  

     LED照明内臓の直上観察の強力な光学系
  

Park NX10のカスタム設計された超長作動距離（WD 50 mm、NA 0.21、分解能 1.0 µm）を持っている対物レンズは、直上

観察機構によって非常に高い視野が得られます。 これにより、ユーザは簡単に試料表面をナビゲートして、

すぐにターゲットエリアを見つけることができます。 ロングトラベルヘッドのEL20x対物レンズにより、

拡大CCDセンサーにおいても、視覚の品質を失うことなく0.7 µmの解像度を提供します。

  

     スライド接続式SLDヘッドの自動エンゲージ
  

ダブテールレールに沿ってスライドさせることにより、AFMヘッドは簡単に挿入及び取り外しが可能です。 

これは、ヘッドを予めアラインされた場所で自動的にロックし、また制御電子回路へ数ミクロンの繰り返し位置精度で

接続されるためです。 低コヒーレンス性能を持つスーパールミネッセンスダイオード（SLD）により、反射率の高い表面に

おける正確なイメージングとpNフォース/ディスタンスの高分解能計測を可能にしました。 SLD波長は、

AFMと可視スペクトルの実験を行うユーザに対し干渉の問題を排除してくれます。

  

      垂直にアラインされた電動Zステージとフォーカス ステージ 

Zステージとフォーカスステージはユーザに常時クリアな視野を維持しながら、カンチレバーを試料にエンゲージさせてくれます。 

そして、フォーカスステージはモーターを備え、ソフトウェアに制御されるので、透明な試料及び液体セル用途でも必要な精度を

有しています。

高速24ビット•デジタルエレクトロニクス
    

すべてのNXシリーズのAFMは、同じNX電子回路コントローラによって制御されています。 コントローラは全てがデジタルで、

24ビットの高速エレクトロニクスです。真のノンコンタクト™モードが必要な正確さと速度を実現させています。

その低ノイズ設計と高速処理ユニットにより、コントローラはナノスケール・イメージングに加えて、正確な電圧と電流の計測にも

理想的です。 内蔵されたデジタル信号処理能力は、先進の研究者に対して、機能性と経済性を追加提供します。

 
XYおよびZ検出器用24ビットの信号分解能
    

     •  XY分解能： 0.003 nm (50 µm XY)

     •  Z分解能： 0.001 nm (15 µm Z)

内臓デジタル信号処理能力
    

     •  柔軟なデジタルロックイン： 3チャンネル

     •  バネ定数キャリブレーション （サーマル方式）

     •  デジタルQ制御を含む
  

内臓シグナル アクセス ポート 
  

     •  専用でプログラム可能な信号入力/出力ポート

     •  7入力ポートと3出力ポート
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手で簡単に取り付け

レーザービームは常に交換されたカンチレバー上にフォーカスされています。

Park NX10
最も正確な小型AFMが最も使い易い理由

チップと試料の簡単交換  
ユニークなヘッド設計によりユーザは手で新しいチップや試料を簡単にサイドから

取り付けられます。カンチレバーは事前にホルダーにマウントされたものを使用すれば、

レーザーのライメントをしなくても測定の準備が終了します。

簡単で直観的なレーザービーム アライメント  
事前アライメントされたカンチレバーホルダを使用すると、レーザービームは交換されたカンチレバー上でその状態でファーカス

されます。更に、自然トップダウンビューによりレーザービームスポットが簡単に見つかります。レーザービームがカンチレバーに

垂直に落射されるのでユーザは2つのポシションノブを廻すことで、レーザービームスポットを直観的にX、Y方向に移動する

ことができます。結果、PSPD検出器に簡単にアライメントできます。必要となる作業は、最大シグナル強度が得られるように

僅かなミラー調整です。



超高速自動チップ アプローチ  
Park社の自動チップーサンプルアプローチ機構は、ユーザ側の操作を必要としないで、

カンチレバーロード開始後にわずか10秒でエンゲージします。 接近している表面への

カンチレバーの反応をモニターすることによって、自動チップーサンプルアプローチを

Park NX10が制御することで１０秒でもローディングを可能にしています。 

高速ZスキャナとNXエレクトロニクス・コントローラの低ノイズ信号処理による

高速フィードバック機構が、ユーザの関与の必要のない高速アプローチを可能に

しています。ユーザの関与は最小で機能します。

アクティブ温度制御されるアクースティックエンクロージャー  
Park NX10専用に設計されたアクースティックエンクロージャーは、完全に安定した温度環境制御のために、アクティブに温度制御されています（オプション）。 

また、Park NX10もアクティブ防振台を内蔵し、精度に対して影響を与える振動、外部音響と光ノイズから完全に顕微鏡を分離します。 

     •  使いやすい制御装置 - 革新的な制御設計のPark NX10は、速く温度平衡に達するのを可能にします。

     •  より速くスキャンを開始- アクースティックエンクロージャーのドアを閉めてからの10分以内に0.05ºC未満の温度安定性。

温度制御なし 

経過時間（時間） 経過時間（時間）

温度制御



ハイアスペクト サンプル  1.5 µmのステップハイト
スキャンモード：ノンコンタクト モードで、Zポジションセンサーのトポグラフィー

ハード サンプル   タングステン フィルム 
スキャンモード：ノンコンタクトモード、Zポジションセンサーのトポグラフィー

フラット サンプル   サファイアウエハの原子ステップ 
0.3 nmのステップハイト、スキャンモード：ノンコンタクトモード、Zポジションセンサーのトポグラフィー

ソフトサンプル   コラーゲン原線維 
スキャンモード：ノンコンタクトモード、Zポジションセンサーのトポグラフィー
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Park NX10
どんなプロジェクトにでも適応可能

標準イメージング     

•  真のノンコンタクトAFM

•  コンタクトAFM

•  摩擦力顕微鏡 （LFM） 

•  位相イメージング 

•  断続的 （タッピング） AFM

化学特性     
•  官能化チップ化学力顕微鏡

•  電気化学顕微鏡 （EC-STMとEC-AFM）

熱特性   
•  走査型サーマル顕微鏡 （SThM）

光学特性     
•  チップ増強ラマンスペクトロスコピー （TERS）

•  時間分解フォトカレントマッピング （TR-PCM） 

電気特性    
•  コンダクティブAFM 

•  I-V スペクトロスコピ―

•  走査型ケルビンプローブ顕微鏡 （SKPM/KPM） 

•  高電圧SKPM 

•  走査型キャパシタンス顕微鏡 （SCM）

•  走査型拡がり抵抗法顕微鏡 （SSRM）

•  走査型トンネル顕微鏡 （STM） 

•  走査型トンネルスペクトロスコピ― （STS）

•  時間分解フォトカレントマッピング （TR-PCM） 

磁気特性     
•  磁気力顕微鏡 （MFM） 

•  可変MFM

誘電/圧電特性   
•  電気力顕微鏡（EFM）

•  ダイナミック コンタクトEFM（DCEFM）

•  圧電力顕微鏡（PFM） 

•  高電圧PFM

NXシリーズの広範囲な測定モードおよびモジュラー設計により、任意の走査型プローブ顕微鏡プロジェクトのニーズに対応できます。    

最初の画像　　　 トポグラフィー  　　 位相　 15回スキャンの画



スキャナ XY スキャナ Z スキャナ

光学系 対物レンズ 

エレクトロニクス 信号処理 内臓機能 外部シグナルアクセス 

オプション/モード

ADC： 18チャンネル 
4ハイスピードADCチャネル （64 MSPS） 
24ビットADC （X、Y、およびZスキャナ ポジションセンサー用）
DAC： 12チャンネル 
2ハイスピードDACチャネル （64 MSPS） 
20ビットADC （X、Y、およびZスキャナ ポジションセンサー用）
最大データサイズ： 4096 x 4096ピクセル

3チャンネル （デジタルロックインアンプ用） 
バネ定数キャリブレーション （サーマル方式、オプション） 
デジタルQ制御

20埋め込みシグナル入力/出力ポート 
5 TTL出力： EOF、 EOL、 EOP、 
 モジュレーション、ACバイアス

10 x（0.21 NA） 超長作動距離レンズ （1 µmの解像度） 
20 x（0.42 NA） 高解像度、長作動距離レンズ（0.6 µmの解像度）

標準イメージング 化学特性 誘電/圧電特性 

磁気特性 力測定 光学特性

•  真のノンコンタクトAFM
•  コンタクトAFM
•  摩擦力顕微鏡（LFM） 
•  位相イメージング 
•  断続的（タッピング）AFM

•  官能化チップ化学力顕微鏡
•  電気化学顕微鏡（EC-STMとEC-AFM）

•  電気力顕微鏡（EFM）
•  ダイナミック コンタクトEFM（DCEFM）
•  圧電力顕微鏡（PFM） 
•  高電圧PFM

•  磁気力顕微鏡（MFM） 
•  可変MFM

•  フォース　ディスタンス（F-D）スペクトロスコピー 
•  フォース ボリューム イメージング

•  チップ増強ラマンスペクトロスコピー（TERS）
•  時間分解フォトカレントマッピング（TR-PCM） 

電気特性 機械特性 熱特性

•  コンダクティブAFM 
•  I-V スペクトロスコピ―
•  走査型ケルビンプローブ顕微鏡（SKPM/KPM） 
•  高電圧SKPM 
•  走査型キャパシタンス顕微鏡（SCM）
•  走査型拡がり抵抗法顕微鏡（SSRM）
•  走査型トンネル顕微鏡（STM） 
•  走査型トンネルスペクトロスコピ―（STS）
•  時間分解フォトカレントマッピング（TR-PCM） 

•  フォース モジュレーション顕微鏡（FMM） 
•  ナノ インデンテーション 
•  ナノ リソグラフィー 
•  高電圧ナノ リソグラフィー 
•  ナノ マニピュレーション 
•  圧電力顕微鏡（PFM

•  走査型サーマル顕微鏡（SThM）

ソフトウェア Park SmartScan

XEI

ステージ

サンプルサイズ： 最大100 mm x 100 mm、最大20 mm（厚）
サンプル重量： 最大500グラム 
XY ステージ駆動: 20 mm x 20 mm

Zステージ駆動: 25 mm 
フォーカスステージ駆動： 15 mm

高性能システム制御およびデータ収集ソフトウェア 
リアルタイムでフィードバックパラメータを調整可能
外部プログラムによりスクリプト レベルで制御（オプション） 

AFMデータ解析ソフトウェア

ADC： 18チャンネル 
4ハイスピードADCチャネル（50 MSPS） 
24ビットADC（ X、Y、およびZスキャナ ポジションセンサー用）
DAC：12チャンネル 
2ハイスピードDACチャネル（50 MSPS） 
20ビットADC（X、Y、およびZスキャナ ポジションセンサー用）
最大データサイズ： 4096 x 4096ピクセル

アクセサリ

Park NX10
仕様詳細

クローズドループ、フレクチャー式XYスキャナ、シングルモジュール 
スキャン範囲: 50 µm × 50 µm 
(オプション10 µm × 10 µm もしくは100 µm × 100 µm)
分解能: 0.05 nm
位置検出器ノイズ： < 0.25 nm （帯域幅： 1 kHz）
平坦度： <1 nm （全域）

試料表面とカンチレバーの直軸上観察
視野: 480 × 360 µm （10 × 対物レンズ） 
CCD： 1 メガピクセル （画素解像度： 0.4 µm）

フレクチャー式クローズドループ スキャナ 
スキャン範囲： 15 µm  （オプション30 µm） 
分解能: 0.015 nm
センサーノイズ： 0.03 nm (帯域幅： 1 kHz)
共振周波数： > 9kHz （公称値10.5 kHz）
トポグラフィーノイズ: < 0.03 nm (0.02 nm 公称値)
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The global headquarters is located at 

Korean Advanced Nanotechnology Center (KANC) in Suwon, Korea.

The global headquarters is located at 

Korean Advanced Nanotechnology Center (KANC) in Suwon, Korea.

Park Systems 
最も正確で最も使い勝手のよい原子間力顕微鏡をご提供するために

パークシステムズの基礎はスタンフォード大学

にあります。パークシステムズの創設者である

Sang-il Park博士は、1/4世紀以上前に世界

で最初のAFM技術を開発したグループの一員

でした。博士は大学での技術完成後、最初の商

用AFMを作り上げ、パークシステムズを誕生さ

せました。 
  

パークシステムズは、今でも当初の革新的な精

神にしたがって日々努力をしています。当社の

長い歴史と共に、真の非接触モード™、そして

多くの自動化ソフトウェアのような革新的な機

能により、最も正確でかつ非常に使い勝手のよ

い原子間力顕微鏡装置を提供できることを光

栄に思っています。私たちは、過去の成功の上

に漫然としているわけではありません。私達の

製品すべては、皆様自身が装置に気をつかうこ

とがないよう、またよりよい結果を得るために、

会社創設当初の細心の注意と創造性をもって

設計されています。

パーク・システムズ・ジャパン株式会社  
〒101-0054   東京都千代田区神田錦町1-17-1 NK第一ビル

TEL: 03-3219-1001     FAX: 03-3219-1002      E-MAIL: psj@parkAFM.co.jp www.parkAFM.co.jp

EUROPE 

OCEANIA 

France:  +33-1-6953-8023

Germany:  +49-6103-30098-0

Italy:  +39-02-9009-3082

Israel:  +972-3-923-9666

Switzerland: +41-22-788-9186

Romania:   +40-21-313-5655

Russia:  +7 (495) 22-11-208

Spain and Portugal:  +34-902-244-343

Turkey:  +90-312-236-42-0708

UK an Ireland:  +44(0)1372-378-822

Benelux, Scandinavia, and Baltics:  +31-184-64-0000

 

Australia and New Zealand:  +61-2-9319-0122

HEADQUARTERS ASIA
GLOBAL HEADQUARTERS:  +82-31-546-6800

AMERICAS HEADQUARTERS:  +1-408-986-1110

JAPAN HEADQUARTERS:  +81-3-3219-1001

SE ASIA HEADQUARTERS:  +65-6634-7470 

AMERICAS 
USA:  +1-408-986-1110

Canada:  +1-888-641-0209

Brazil:  +55-11-4178-7070

Colombia:  +57-347-0060

Ecuador:  +593-2-284-5287

Chile:  +56-2-2245-4805

Mexico:  +52-818-374-9000

China:  +86-10-6401-0651

India: +91-22-666-33-915

Indonesia:  +62-21-5698-2988

Malaysia:  +603-8065-3889

Pakistan: +92-51-4444-112

Philippines: +63-9209163062

Saudi Arabia:  +966-2-640-5846

Taiwan:  +886-2-8227-3456

Thailand:  +662-668-2436

UAE:  +971-4-339-2603

Vietnam: +84-4-35620516




