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Park XE15
パワーと多機能性が見事に合体

最も正確な原子間力顕微鏡



Park XE15 
強力で多機能な原子間力顕微鏡で生産性を大幅向上  
Park XE15は、多くの優れた機能を持ち、多種多様なサンプルを取り扱う共同研究室、様々な異なる実験をしている研究者、
或いはウエハの故障解析を担当するエンジニアに理想的な装置です。そのリーズナブルな価格と優れた特徴から、
業界で最高の価値を持つ大型試料用AFMの1台と呼べます。

ユニークなマルチ サンプル™ スキャンで検査作業の生産性を強化  
1回の操作で複数の試料観察と計測が可能なので、最高の作業効率が得られます。単に試料をステージにセットして

走査プロセスを開始します。この装置は同一の環境条件下で試料をスキャンすることが可能な為に、データの正確性と信頼性を

向上させることができます。

大型試料サイズに対応し、可能性を拡大  
ほとんどの市販AFMとは異なり、ParkXE15は最大150mm x 150mmまでのサンプルに対応します。より大きなサンプルを

スキャンしたい研究者や、シリコンウエハをセットする必要のある故障解析エンジニアにとってこの仕様は最適です。

どのようなニーズにも対応した仕様  
Park XE15は、ほとんどの走査モードを装備し、また大きなサンプル サイズにも対応しています。

これにより、様々な測定ニーズが要求される共同研究室に最適です。
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Park XE15
ParkAFMを世界で最も正確でパワフルにした機能の全貌

マルチ サンプル™ スキャン機能による最も便利な試料測定  
     • 1回の操作で複数のサンプルを自動計測

     • 最大16個のサンプルがセットできる特注マルチ サンプル チャック

     • 150mm × 150mm対応の自動XYステージ
  

クロストーク排除により更に正確なスキャン  
     • 独立したXY(試料)とZ(プローブ)の２台のフレクシャー方式クローズドループ スキャナ

     • ボゥイングエラーの無い、平坦でリニアなXYスキャナ（100µm x 100µm）

     • 全スキャン領域で平坦度が2 nm未満

     • 高力スキャナで最大２５ミクロンのZスキャン

     • より正確な高さ計測
  

真のノンコンタクト™ モードによるチップの更なる長寿命化を実現し、

サンプル形状の維持と正確なAFM計測を達成  
     • チューブピエゾ採用のAFMより１０倍大きなZスキャンバンド幅

     • 非接触による少ない摩耗でチップの長寿命化

     • 他のAFMより高分解能でイメージング

     • より正確なスキャンにより試料面に対して少ない干渉
  

最もユーザーフレンドリなAFM  
     • 側面からのアクセスできる構造により試料やチップが簡単に交換可能

     • プリマウントチップと直上観察可能な光学系により直観的にレーザーのアライメント

     • ダブ テイル ロック式マウントによる素早いヘッドの取り外し

     • 自動設定機能による容易なインターフェイス
  

幅広い計測モードとオプション  
     • 幅広い計測モードと特性評価機能をもつ、最も多様化に対応するAFMの中の１台

     • オプションやアップグレードによって機能の拡張が可能

     • 故障解析（FA)用最新型電気計測モード装備
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正確な表面測定
  
フラットな試料表面をフラットに測定！
   • 残留湾曲の低減

   • ソフトウェアによる処理は不要

   • 走査位置に依存しない正確な結果

XY-Z分離による完全独立スキャナ
  
パークシステムズと競合他社の根本的な違いは、

スキャナのアーキテクチャーです。パークシステムズ独自の

フレクシャー方式による独立したXYスキャナとZスキャナの

設計により、業界で類を見ないナノレベルの分解能で

データ計測を実現します。

画像処理無しの生データ

ボゥイングの無いスキャナで、平坦で直交したXYスキャニング
   
パークシステムズのクロストーク除去機能は、スキャナの湾曲動作を排除し、走査の位置、速度及びイメージ範囲に影響されずに、フラットで直交性に

優れたXY走査を可能にします。光学平面(オプティカルフラット)のような平坦な試料をさまざまな走査オフセットで走査するようなスキャナの干渉が

クリティカルな測定条件下でも、バックグラウンドの湾曲は発生しません。従って、研究者やエンジニアの皆様における様々な困難な問題も、

非常に正確な高さ測定および精密なナノ計測測定によって解決のお手伝いができます。

Park XE15
AFM テクノロジー



より速いZサーボによる正確なフィードバックが真のノンコンタクトAFMを可能に

Park AFM
1:1

aspect ratio

探針の鋭角さを保持する真のノンコンタクト™モード
   
AFMチップは脆弱で、試料表面に触れることで像の解像度と品質を瞬時に劣化してしまいます。 柔らかく繊細な試料では、

探針はその表面を損傷し不正確な高さの測定結果を与え、皆様は貴重な時間と費用を費やすことになります。  

パークシステムズの原子間力顕微鏡の優れた走査モードである真のノンコンタクト™モードでは、試料表面の完全性を維持しながら、

一貫して高い解像度で正確なデータを提供します。

タッピングイメージング

真のノンコンタクト™モード

20回のイメージング後

タッピング モード  
  •  急激なチップ磨耗 = ぼやけた低解像度走査

  •  探針先端と試料の破壊的な相互作用 = サンプルダメージと形状変形

  •  大きなパラメータ依存性

真のノンコンタクト™モード

  •  少ない先端摩耗=長時間の高解像度走査

  •  先端と試料との非破壊的な相互作用=試料損傷の最小化

  •  耐パラメータ依存性
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Park XE15
革新的なAFMテクノロジーを搭載

    2D フレクチャー式スキャナ (100µmx100µm)     
XYスキャナは、対称的な2次元のフレクシャー式高圧電ピエゾスタックで構成されている為に、最小限の面外運動に抑えられた高い直交動作だけでなく、

ナノメートルスケールで正確に表面を走査するために必須の高応答性を備えています。コンパクトかつ剛性に優れた構造は、

低ノイズで高速なサーボ応答を目的として設計されました。

    サイド スライドイン式 SLDヘッド     
AFMヘッドはダブテールレールに沿ってスライドさせることで容易に取り付け・取り外しができます。

スーパールミネッセンス ダイオード(SLD)の低コヒーレンス性は高反射率表面の正確なイメージングを

可能とすると共に、ピコ ニュートン レベルでの力・距離分光測定を可能にします。 SLDの波長は、

可視スペクトルでの実験とAFMを組み合わせる際に問題となる干渉の問題を生じさせません。

    自動XY試料ステージ（光学式エンコーダ： オプション）     
試料の測定位置は、自動XYステージによリ、簡単且つ精密にコントロールされます。XY試料ステージの移動範囲は、

150mm X 150mmです。エンコーダオプションによって自動ステージの位置再現性を更に高められます。

エンコーダ付XYステージは、分解能：1µm、位置再現性：2µmの性能を持ち、エンコーダ付Zステージは、

分機能：0.1µm、位置再現性：1µmの性能を持っています。

    マルチ サンプル チャック     
特注のマルチ サンプル チャックは、最大16個のサンプルを同時にセットすることができ、マルチ サンプル スキャン オートメーション機能により連続測定が可能です。

ヘッド はユニークな設計により、サンプルに影響を与えることなくサイドから脱着できます。

    フレクチャー式高速Zスキャナ     
高感度・高速な圧電スタックによる駆動と、フレクシャー方式による構造の剛性により、従来型のAFMのスキャナよりも高速な垂直方向の駆動を実現しています。

オプションのロングレンジZスキャナにより、最大Z走査範囲を12µmから 25µmに拡大できます。
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•  600MHz、4800MIPSの高性能処理ユニット

•  電圧・電流の精密な測定を可能にする低ノイズ設計

•  様々なSPM技術が活用できる多目的システム

•  AFMの入出力信号にアクセスする外部信号アクセスモジュール

•  最大データサイズ:16画像、データサイズ；4096×4096ピクセル

•  16ビット、500kHzのAD/DAコンバーター

•  TCP/IP接続による、PCからの電気的ノイズ遮断

3
7

USB

    デジタル ズーム付高分解能デジタルCCDカメラ     
デジタルズーム機能を備えた直軸上の高解像度デジタルCCDカメラは 、

観察場所を変える動作中でも鮮明で高分解能なイメージを提供してくれます。

    自動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 ステージにより、カンチレバーが試料に近づいて行く間に常に明瞭な

視野が維持されます。また、フォーカス ステージはソフトウェアで制御されるので、

透明な試料及び液中セルを使用する場合でも必要な精度が得られます。

ParkXE 制御エレクトロニクス( DSP ボード)     
AFMのナノスケール信号は、高性能なXEエレクトロニクスによって制御・処理されます。

低ノイズ設計と高速処理ユニットとの組み合わせにより、XEエレクトロニクスはナノスケールの

イメージングに最適な真のノンコンタクト™モードや、精密な電圧・電流測定も可能にしています。
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Park XE15
最も手頃な価格のAFMで有りながら高精度且つ高操作性である理由

マルチ サンプル™スキャン  
自動試料ステージを使用したマルチサンプル™スキャンは、ステップ•アンド•

スキャンの自動プログラムで複数の領域のイメージングを可能にします。動作は下記の通り。

直軸上の光学系  
上方から直接試料を見下ろすことで、試料表面を直観的に移動でき、

対象領域を簡単に確認できます。ズーム機能を搭載した高分解能

デジタルカメラにより、パン動作に関係なく、鮮明で高分解能な像を測定できます。

複数のスキャン位置の登録は、試料ステージ座標情報を入力するか或いは2つの

サンプルの基準点によって簡単に行われます。この自動化機能により、

走査プロセスの手間を減らすことができる為に生産性を大いに向上できます。

ユーザーによって定義された複数のスキャン位置を登録します
最初のスキャン位置からイメージを開始
カンチレバーをリフトする
自動ステージにより次のユーザー指定座標に移動
プローブのアプローチ
繰り返しスキャン



カンチレバーを交換しても常にレーザービームの焦点が合うようになっています。

手で簡単に取り付け

簡単な探針・試料交換  
独自のヘッド デザインは、側面からのアクセスで簡単に所定の場所に新しい探針や

試料をマウントすることを可能にしています。 カンチレバーはホルダー上にプリアライン

されているため、面倒なレーザビームの位置合わせを必要とせず直ちにスキャンが可能です。

簡単かつ直観的なレーザービーム アライメント  
プリアラインされたカンチレバー ホルダーにより、取り付け時にカンチレバー上にレーザービームの焦点が合うようになっています。

さらに、業界でも類を見ない、軸上から見下ろす形で可能な調整機構により、レーザービームのスポットが見やすくなっています。

レーザービームがカンチレバー上に垂直に当たるので、2つの位置決めノブを回転させる操作により、X軸とY軸に沿って

レーザービームのスポットを直観的に移動できます。すなわち、ビーム アライメント ユーザーインターフェイスを使用することで、

簡単にPSPD上でレーザーを確認し、位置決めを行うことができます。その後、実際に必要になるのは、信号を最大化するための

微調整と、データ取得を開始する操作だけです。
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走査型サーマル顕微鏡(SThM)
熱伝導性の簡単な評価

磁気力顕微鏡 (MFM)
磁気構造の正確な観察

Siウエハー

SiC基板

表面粗さ計測

走査型キャパシタンス顕微鏡(SCM)
定量的 ２Dドーパント プロファイルを提供する

コンダクティブAFM
試料上の導電性を計測する
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Failure analysis of contact plugs (3 µm x 3 µm)

Defect Site

Ra = 0.94 Å, Rq = 1.18 Å
True Non-Contact Mode (1 µm x 1 µm)
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True Non-Contact Mode (20 µm x 20 µm)

Temperature map of the Pole-Tip-Recession of
an active hard disk slider (20 µm x 20 µm)Magnetic domain of High-density HDD media (2 µm x 2 µm) Magnetic domain of High-density HDD media (2 µm x 2 µm) 

Park XE15
あらゆるプロジェクトに力を発揮

表面粗さ測定  
     • 真のノンコンタクト™モード

     • ダイナミック フォース モード

磁気特性  
     • 磁気力顕微鏡（MFM）

機械的特性評価  
     • フォースモジュレーション顕微鏡（FMM）

     • フォース距離（F-d）の分光法

     • フォースボリュームイメージング

     • 摩擦力顕微鏡（LFM）

     • ナノインデンテーション

     • ナノリソグラフィー

     • 位相イメージング

熱特性評価  
     • 走査型サーマル顕微鏡（SThM）

電気的特性  
     • コンダクティブAFM（ULCA、VECA）

     • 電気力顕微鏡（EFM）

     • 圧電力顕微鏡（PFM）

     • 走査型キャパシタンス顕微鏡（SCM）

     • 走査型ケルビンプローブ顕微鏡（SKPM）

     • 走査型広がり抵抗顕微鏡（SSRM）

     • 走査型トンネル顕微鏡（STM）

     • 時間分解光電流マッピング（TR-PCM）

多岐にわたる走査モードとモジュラー設計により、
ParkXE15は、あらゆるプロジェクトにパワーとフレキシビリティを提供します。

電気特性とその他の特性評価モード



XEヘッド 25µmXEヘッド12µmXEヘッド

プローブハンド クリップタイププローブハ

液中セル

環境制御

付属品

汎用液中セル

加熱・冷却ステージ

シグナルアクセスモジュール

断面試料ホルダー

XE光学ヘッド

液中プローブハンド(オープン/クローズド)

オープン液中セル

加熱ステージ

Qコントローラ

高電圧ツールキット

HysitronTriboscopeアダプターヘッ

SCMプローブハンド

電気化学セル

真空チャック

STMプローブハンド

非磁性試料ホルダー

  •  試料およびカンチレバーのバイアス信号
  •  XE15の駆動信号　
  •  システムへの補助入力信号

アクティブ温度制御機能付音響エンクロージャー   
  •  迅速に温度平衡に到達する革新的なコントロール
  •  AEのドアを閉めて10分以内に温度安定度0.05ºC以下に
  •  アクティブ防振システム

  

自動ステージ用エンコーダ    
  •  エンコーダ付XYステージは2µmの再現性、1µmの分解能で駆動
  •  エンコーダ付Zステージは、1µmの再現性、0.1µmの分解能で駆動

  

試料プレート   
  •  ウェハ試料を保持するための真空溝
  •  サンプル寸法：最大200ｍｍ（150ｍｍ標準）

  

25µmZスキャ ナヘッド   
  •  Zスキャン幅： 25µm
  •  共振周波数： 1.7kHz
  •  レーザータイプ： LD(650nm)またはSLD(830nm)
  •  ノイズフロア： 0.03nm(通常)、0.05nm(最大)

  

XE光学ヘッド   
  •  光学アクセス： 上部と側面
  •  Zスキャン幅： 12µmまたは25µm
  •  レーザータイプ： LD(650nm)またはSLD(830nm)
  •  ノイズフロア： 0.03nm(通常)、0.05nm(最大)
  •  共振周波数： 3kHz(12µmXEヘッド)、1.7kHz(25µmXEヘッド)

  

クリップタイププローブハンド   
  •  マウントされていないカンチレバーを使用可能
  •  チップのバイアス範囲： -10V～＋10V
  •  EFMとコンダクティブAFM向けにチップのバイアス印加機能を搭載
  •  STM、SCM、液中イメージングを除くすべての標準モードと応用モードで使用可能

  
シグナルアクセスモジュール(SAM)   
  •  AFMの各種入力/出力信号へのアクセス
  •  XYスキャナおよびZスキャナの駆動信号
  •  XYスキャナおよびZスキャナの位置信号
  •  カンチレバーのたわみ信号(縦/横方向)

オプション
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スキャナ XYスキャナ

フレクチャー式クローズドループ、シングルモジュール
スキャンレンジ : 100 µm × 100 µm

Zスキャナ

フレクチャー式クローズドループ
スキャンレンジ : 12 µm
                      25 µm (オプション)

試料サイズ : 最大 200 mm
厚さ : 最大 20 mm

試料マウント光学系

試料・カンチレバー同一軸観察
10× 対物レンズ (20× オプション)
視野 : 480 µm × 360 µm (10× 対物レンズの場合)
CCD : 1 Mピクセル

エレクトロニクス

AFMモード

高性能DSP： 600 MHz、4800 MIPS
最大16個の画像データ
最大画像サイズ： 4096 x 4096ピクセル
信号入力： 16ビットADC 20チャネル、500 kHzサンプリング
信号出力： 16ビットDAC 21チャネル、500 kHzセトリング
同期信号： 画像終了時、行終了時、ピクセル終了時の各TTL信号

アクティブQ制御 (オプション)
カンチレバーのバネ定数キャリブレーション (オプション)
CE準拠
電力： 120 W
シグナルアクセスモジュール (オプション)

標準イメージング 化学特性 誘電特性/圧電特性

電気特性

磁気力特性

機械特性

力計測 光学特性

熱特性評価

電気化学セル
ユニバーサル液中セル(温度制御)
試料ステージ(温度制御)
磁界発生器

•  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
•  断続的接触(タッピング) AFM

•  官能化チップ ケミカル フォース顕微鏡
•  電気化学顕微鏡 (EC-STM 及び 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

•  コンダクティブ AFM
•  I-V スペクトロスコピー
•  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)
•  走査型トンネリング顕微鏡 (STM)
•  フォトカレントマッピング (Tr-PCM)

•  磁気力顕微鏡 (MFM)

•  フォース モジュレーション (FMM)
•  ナノインデンテーション
•  ナノリソグラフィ
•  高電圧ナノ リソグラフィ
•  ナノ マニュピレーション
•  圧電力顕微鏡 (PFM)

•  フォース/ディスタンス (F-D)カーブ
•  フォース ボリュームイ メージング

•  チップ増強ラマン分光法 (TERS)
•  フォトカレント マッピング (Tr-PCM)

•  走査型サーマル顕微鏡（SThM）

アクセサリ

Park XE15
仕様



ステージ

XY 移動距離 : 150 mm × 150 mm、自動
Z 移動距離 : 27.5 mm
フォーカス移動距離 : 20 mm、自動
高分解能エンコーダ―(オプション）にて、XYの位置精度向上

ソフトウエア XEP XEI

高性能システム制御とデータ収集ソフトウエア
リアルタイムフィードバックパラメータ調整
外部プログラムからスクリプトレベル制御(オプション)

AFM データ解析ソフトウエア (Windows, MacOS X及びLinux対応)

寸法（ mm）
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XE15
Atomic Force Microscope
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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

China:  +86-10-6401-0651

India:  +91-40-655-88-501

Indonesia:  +62-21-5698-2988

Malaysia:  +603-8065-3889

Philippines:  +632-239-5414

Saudi Arabia:  +966-2-640-5846

Taiwan:  +886-2-8227-3456

Thailand:  +662-668-2436

UAE:  +971-4-339-2603

Vietnam:  +844-3556-7371

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

www.parkAFM.co.jp

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




