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Park NX-Bio
３種類の装置が１台に合体された強力なシステム:
生細胞観察用の走査型イオンコンダクタンス顕微鏡
生体機械特性計測用の原子間力顕微鏡
拡大観察用の倒立型光学顕微鏡

最も強力なライフサイエンス用走査型プローブ顕微鏡



Park NX-Bio  
ライフサイエンスの研究者の方は、生体材料がナノスケールでどのように見えるか或いは液中や
バッファーの中でどれだけ柔らかいかを知りたいと考えます。 Park NX-Bioは革新的な液中イメージングが
可能な走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM) と高い評価を頂いている原子間力顕微鏡（AFM)技術の
両機能を可能にしています。

更に強力な生理学研究へのソルーション

Park NX-Bio は、同じプラットフォーム上にSICM、AFM及び倒立型光学顕微鏡の３種類の
装置を一体化した強力な装置です。Park NX-Bioはモジュールで設計されている為にSICMと
AFMの機能が簡単に切り替えられます。 Park NX-Bio は生理学的条件に対応した環境で
生体試料の研究ができる理想的なツールです。生体機械特性計測が可能なAFM、
液中ナノイメージングが可能なSICM及び光学的観察用のIOMが合体しています。

初心者にとっても簡単な操作性

Park NX-Bio は、ユーザーフレンドリなデザインにより、
イメージングソフトウエアが自動化されており、液中イメージングの為にそれほど時間を
費やす必要がありません。僅か数時間の簡単なトレーニングで基本操作を
学ぶことができます。これにより素早くユーザの研究課題に向けた
高いレベルの研究に時間を費やすことが可能です。

ナノスケールで生細胞の生理学的現象の発見



バイオ研究ラボ向け生体表面形状のイメージング
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 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM)        
          •  簡単な液中イメージング
          •  細胞や細胞小器官における柔らかい細胞膜の形状イメージング
          •  細胞組織の３Dイメージング

原子間力顕微鏡 (AFM)        
          •  ノンコンタクトモードによる生体１分子の高分解能イメージング
          •  様々なバイオ試料の機械特性計測用フォース/ディスタンス (FD) カーブ
          •  優れた低ノイズZ検出器による正確なFD計測
          •  フォースボリューム イメージング

生細胞用チャンバ        
          •  生細胞の維持の為に温度、pH、湿度を制御します
          

          •  SICMモードにより柔らかいバイオ試料でも変形の無い正確な表面形状計測
          •  自動プログラムによるイメージングの優れた再現性
          •  ３D構造計測から正確な高さ/深さの解析

  

 

信頼性と再現性の高いナノ バイオイメージングで、更に正確な研究を

          •  明視野、位相コントラストによる試料の容易な確認
          •  最大100倍まで、全レンジの対物レンズへ対応
          •  共焦点顕微鏡、蛍光顕微鏡との合体
          •  最先端の画像オーバーレイ機能

倒立型光学顕微鏡との完全一体化による高生産性 



Park NX-Bio
走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM)の技術
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大気中における走査型トンネリング顕微鏡 (STM) 
操作のように、Park SICM は、液中で完全な非接触で
操作します。サンプル側とピペット側のどちらかの電極で
イオン電流が作り出され、周辺の溶液中を流れます。
センサーが、ピペットとサンプル間の距離が縮まることで
減少する電流を計測し、一定距離を保ってスキャン
することで形状のイメージングを行います。

Park NX-Bio型SICMはライフサイエンスにおける　   
次世代のナノスケール顕微鏡です

Park SICMは、液中でナノスケールの生体イメージが取得でき、200nm以下の高分解能を
達成します。SICMで得られた生体イメージは、走査型電子顕微鏡や原子間力顕微鏡で
発生するような表面形状の変形を含んでいません。

走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM)

原子間力顕微鏡 (AFM)

走査型電子顕微鏡 (SEM)

光学顕微鏡 (OM)

パーク社製走査型イオンコンダクタンス顕微鏡
(Park SICM)では、電極を内蔵したガラス製ナノピペットが
イオンセンサーとして働き、液中で試料に対する位置を
フィードバックします。 ピペット先端は、イオン電流を
一定に維持することでサンプルからの距離を維持します。
ピペットの内径は約100nm程度です。比較として、
AFMはプローブと試料間の相互作用を利用します。

Park SICMはナノピペットを使用します



Park SICM は、細胞膜上の柔らかく小さな絨毛構造の画像化が可能です。 Park SICM は、毛髪状の柔らかい
構造にダメージを与えません。

Park SICMは全タイプの細胞のイメージングが可能です。
Park SICM は、最も柔らかいニューロン細胞も計測が可能です。他の顕微鏡技術では不可能です。

Park SICMは、浮遊したニューロンの回路網もイメージングできます。

走査型イオンコンダクタンス顕微鏡(SICM)の 観察可能な範囲

原子間力顕微鏡 (AFM)

上皮 (皮膚) 細胞

筋細胞 神経細胞

幹細胞歯細胞 / 骨細胞

ラットの脳組織

イメージご提供：牛木教授 (新潟大学)

光学顕微鏡 (OM)

ラットの気管細胞

ニューロンの回路網

液中、ヒトES細胞 原子間力顕微鏡 (AFM)

イメージご提供：牛木教授新潟大学



FORCE

Park NX-Bio
Park AFM テクノロジー

近づく瞬間的にコンタクト接触

距離

吸着

最先端の Park AFM テクノロジー が正確なフォース / ディスタンス計測を可能にします

弾性係数（ヤング率）を計算した最新のバイオ機械特性の計測

AFMで使用されるフォース/ディスタンス (FD) スペクトロスコピーは、様々な生体試料に対して生体機械特性が計測できる
便利なツールです。FDスペクトロスコピーでは、AFMのZスキャナを使って所定の正確な力でカンチレバーを試料に接触させます。
ParkAFMの業界トップの低ノイズZ検出器により、FDカーブの計測中にZスキャナから非常に正確な力を加えることが可能です。
これにより、研究者の方はナノニュートンスケールで詳細な生体機械特性評価データを得ることができます。

ParkAFMによる正確なFDスペクトロスコピーのデータからヘルツ或いはオリバー・ファーモデルを使って計算する
ことで、弾性係数（ヤング率）が求められます。両方の計算モードは、NX-Bioのデータ解析ソフトウエアのPark XEIに
含まれています。これらの機能によって、生体機械特性の研究が強化されます。
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ライブセルチャンバによる生細胞の研究 (SICM と AFM)

ライブセルチャンバにより温度、pH或いは湿度を最適条件に制御することで、長時間に渡る計測作業において生体状態を
長く維持できる理想的環境を構築します。ライブセルチャンバにより、20時間以上細胞が生きていた実験が行われました。

Park SICMに蛍光顕微鏡を組み合わせることでもっと広範な細胞学研究が可能です。
  
Park SICMと蛍光顕微鏡 (FM)技術を組み合わせることにより新しい利点が生まれ、それにより一つだけの技術では
得られない幅広い細胞学上の情報を得ることができます。SICMにより細胞の外側の表面形状が観察でき、
また蛍光顕微鏡では細胞内部の振る舞いが観察されます。

ライブセルチャンバ 0 時間 24 時間 48 時間

ヒト繊維芽細胞がPark NX-Bioのライブセルチャンバの中で48時間生きました。

バッファ内で培養されたH460細胞

Park SICM

蛍光顕微鏡 (FM)

細胞表面形状、液中、
走査型イオンコンダクタンス顕微鏡 (SICM)

内部細胞特定分子
蛍光顕微鏡 (FM)

細胞膜形状

SICM データ,表面形状

FMによるアクチン線維の検出
細胞核

アクチン繊維
分散パターン

FMによる細胞核の検出

Park NX-Bio
拡張オプション
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画像重ね合せ表示: SICMトポグラフィ ＋ 蛍光顕微鏡像
  
Park社の画像オーバーレイ ソフトウエア でSICM形状像の上に正確に蛍光顕微鏡像を重ね合せ表示ができます。
この優れたソフトウエアにより複雑な組合せ作業を非常に簡便に行うことができます。



SICM ヘッド(ピッペットホルダー付) 高速 AFMヘッド

対応モード

Park Systems  The Most Accurate Atomic Force Microscope

低ノイズ、高分解能イオン電流アンプを含む 高性能Zスキャナを含む
•  スタックピエゾ、フレクチャーガイド機構
•  Z スキャン範囲: 25 µm
•  20ビット Z 位置制御、24ビット Z位置センサー

脱着が容易なダブテイル固定式 SICM ヘッド
•  取り付けるだけで自動的に電気的に接続されます

SICM 標準イメージング
•  DC モード
•  ARS モード
•  Z サーボ ARS モード

SICM イオン電流計測
•  電流-ディスタンス (I-D) スペクトロスコピー
•  パッチクランプの組み込み (標的パッチクランプ)

AFM 力計測
•  フォース/ディスタンス (FD) カーブ
•  PinPoint モード™表面機械特性イメージング
•  フォースボリューム イメージング
•  サーマルチューン（バネ定数キャリブレーション）

AFM 標準イメージング
•  真のノンコンタクトAFM
•  基本コンタクト AFM / DFM
•  水平力顕微鏡 (LFM)
•  位相イメージング 

光学特性
•  ラマン分光組み込み
•  チップ エンハンスト ラマン スペクトロスコピー (TERS)組み込み

高速Zスキャナを含む
•  スタックピエゾ、フレクチャーガイド機構
•  Z スキャン範囲: 25 µm
•  20ビット Z 位置制御、24ビット Z位置センサー  
カンンチレバーをマウントするプローブハンドを含む
•  NCM 振動周波数: 最大 3 MHz
•  カンチレバー バイアス電圧: -10 V～ 10 V  
カンチレバーデフレクション検出
•  SLD 波長: 830 nm
•  低コヒーレンスSLD による光干渉の排除
•  SLD コヒーレンス長: ~50 µm  
ダブテイルロック式ヘッド固定によるAFMヘッドの脱着の容易性
•  取付するだけで自動的に電気的にも接続されます。

ソフトウエア

Intel® Core™ i3 或いはその互換品
4 GB RAM, 500 GB ハードディスク ドライブ
デュアル23 インチ LED モニター (1920 × 1080 ピクセル, DVI)
グラフィックカード: ATI Radeon 3450グラフィックカード或いは互換品
OS: マイクロソフトWindows 7 プロフェッショナル 32 ビット (英語)

コンピュータ、デュアルモニター
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SmartScanTM XEI

Park NX-Bio
仕様

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



スキャナ

XY ステージ, Z ステージ

倒立光学顕微鏡との互換性
•  ツアイス (Axio Observer Z.1)
•  ニコン(Ti-S, Ti-U, Ti-E)
•  共焦点顕微鏡や蛍光技術: TIRF､STORMトップビュー光学系
  （不透明な試料の為のCCDカメラ)

分離型XY 、Zスキャナ
フレクチャー式クローズドループ XYスキャナ
スキャン範囲（ XYスキャナン）: 100 µm x 100 µm

20ビットXY 位置制御、24ビット XY 位置センサー
Zスキャナ ワークディスタンス : 25 µm
Zスキャナ共振周波数: 5 kHz

生細胞イメージングの為の環境制
御温度、湿度、ｐHの制御
温度制御
  •  範囲: 室温 - 45 °C
  •  H加熱エレメントは、上部と下部に取り付けて
    チャンバ内の温度のバラツキを最小限に抑える  
温度コントローラと給湿器を含む
AFMヘッドとSICMヘッドのカバーを含む
ライブ セル チャンバーのpH制御 ､CO2 混流ガス供給  
ユニバーサル液中セル
オープン/クローズド環境の液中セル
温度制御範囲：　０°Cから110°C（大気中）　4°C～70°C（液中）

XY ステージ駆動範囲: SICM/AFMヘッドの位置制御は、ソフトウエア自動制御
ステージ駆動範囲: 14 mm
ステージ駆動ステップ: 0.1µm
Z ステージ駆動距離: -14 mm, モーター駆動
試料サイズ: •  50 mm × 50 mm, 20 mm 厚、最大重量 500 g
                       •  ペトリディッシュ (38 mm)

NX-Bioエンハンスト アクースティック エンクロージャー (AE)アクセサリ

Park NX-Bioの光学系構成

1030 mm

14
60

 m
m

1000 mm

788 mm

NX-Bio用エンハンストアクースティックエンクロージャー (AE)
  NX-Bioシステム専用のアクースティックエンクロージャーです。
  最大の性能を引き出すために、SICM/AFMを外部音響や光ノイズ或いは床振動から遮断します。
床からの振動をキャンセルする為にアクティブ防振システムが内蔵されています。
アクティブ周波数: 0.7 Hz ～1 kHz
高分解能による液中イメージングでベストな性能
装置にアクセスが容易な人間工学設計
寸法: 1,000 × 1,030 × 1,460 mm (外部サイズ)
重量: 661 kg 
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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




