
 原子間力顕微鏡

Park PinPoint™モード

Accurate Nanomechanical Imaging via PinPoint™ Mode



PinPoint™モードとは

PinPoint™モードは、Park Systems AFM独自の モードであり、高速フォースマッピング

を介して正確で定量的なナノメカニカルイメージを提供します。凝着力、弾性率などの

ナノ機械特性の測定に加えて、PinPoint™モードで制御された接触力と時間により、よ

り正確でサンプルダメージの少ない電気および電気機械特性イメージングが可能です。 

PinPoint™モードはParkの第2世代AFMのいくつかの従来のモードを1つにしたカスタマ

イズ可能な強力な機能です。

PinPoint™モードの仕組み

PinPoint™モードでは、カンチレバーがスキャン領域全体の各ピクセルに接触したり後離れたりを繰り返し、

サンプル表面の3Dトポグラフィーとナノメカニカル情報を同時に取得します

（たとえば、256 x256ピクセル= 65536測定ポイント）。

各ピクセルで、XYスキャナが完全に停止し、チップとサンプル間の接触力と接触時間を明確に制御して、

高速フォースディスタンスカーブ作成されます。

PinPoint™モードには、トポグラフィー、剛性、弾性率、

および凝着力をリアルタイムで同時に収集する機能があ

ります。 PinPoint™モードは、数ナノニュートンまでの力

のアプローチ・リトラクト技術でチップを動かすことによ

り、せん断力を排除し、チップとサンプルの状態を維持

する摩擦のない操作を保証します。

電気特性および電気機械特性測定モードと組み合

わせが可能

せん断力に敏感な柔らかいサンプルの非破壊的な

特性評価が可能

最大8つの固有の情報チャネルを同時取得

ユーザーによるデータ取得チャネルの完全カスタマ

イズにより、さまざまなアプリケーションに応じた

各実験を構成可能。

PinPoint™モードの仕組み

ParkSystemsによるPinPoint™ナノメカニカルモードの

動作原理：

プローブをポイント1から4移動し、各ポイントでフォースディ

スタンスカーブを取得してナノ機械特性を定量します。



PinPoint™ C-AFM 

PinPoint™ SSRM 

PinPoint™ PFM

欠陥故障解析 
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従来のC-AFM

 PinPoint™ フォトコンダクティブAFM
 ハイブリッドハライドペロブスカイト太陽電池

ハイブリッドハロゲン化物ペロブスカイトの単一粒子における

ファセット依存性によるエネルギー変換効率のインジケータと

なる光起電力の違い。ネイチャーエナジー16093。

PinPoint™ C-AFM 

再現性の高い非破壊の電流イメージングのためのPinPoint™ C-AFM
PinPoint™ C-AFMは、以下の理由により、従来のC-AFMと比較して、トポグラフィーとカレントの両方の測定

においてより高い精度で測定を行います：

せん断力の減少により、チップの品質と寿命が維持され、再現性が向上

チップの摩耗が少ないため、空間分解能が向上

高精度の電流検出のための接触力と接触時間の制御

特に柔らかいポリマー表面などでのサンプルの状態を維持するための接触力の定義

形状、導電性、機械特性の同時取得



PinPoint™ SSRM

半導体アプリケーションで最適な結果を得るためのPinPoint™ SSRM
従来のSSRM操作に比べ、PinPoint™ SSRMは次の点を改善します：

せん断力を減らすことでチップの寿命を延ばし、サンプルのダメージを減少

制御された接触力と接触時間により、より正確な電気信号検出

カレント、コンダクタンス、レジスタンス、トポグラフィー、およびナノ機械特性の同時取得

リチウムイオン電池電極上の

PinPoint™ SSRM

サンプルのトポグラフィー、コンダクタン

ス、レジスタンス、 凝着力、剛性は、

Park SystemsのNX-Hivac 高真空AFMで同

時に測定されました。



PinPoint™ PFM

ナノスケールでの電気特性測定を強化するためのPinPoint™モード

従来のコンタクトPFMに比べ、PinPoint™ PFMは、柔らかいポリマーサンプルのトポグラフィーと圧電デー

タを非破壊で取得します。 PinPoint™ PFMは以下の項目を提供します。

再現性のある正確な圧電応答測定のための制御された接触力と接触時間

チップの摩耗の低減による高い空間分解能

せん断力の低減による特に柔らかいサンプルの非破壊的イメージング

圧電応答、形状像、ナノ機械特性の同時取得

PinPoint™ PFM

水平間力の発生なし
従来のPFM

PinPoint™ PFM
PVDF繊維膜
サンプル提供：M. Suchea, IMT Bucharest, Romania Pascariu, Petru Poni Institute, Romania



アプリケーション例

故障解析と欠陥認識のためのPinPoint™ナノメカニカルモード

PinPoint™ C-AFMにより、SRAMなどの半導体デバイスの電気設計を

以下のように、故障解析に必要な高精度で再現性の高い特性評価を

実現します：

PinPoint nanomechanical mode

非常に高い信号対雑音比を可能にする制御可能なデータ収集時間

摩擦のない誘電率スキャン

繰り返し測定による再現性のあるデータ

より長持ちするAFMプローブチップによるコストの削減

PinPoint™ C-AFMによる半導体デバイスの故障解析

障害のあるデバイスのコンポーネントでリーク電流が観察

（黄色の矢印でマークされたリークコンポーネント）

リーク電流は、障害のあるデバイスコンポーネントの下のnドープ

領域の接触から発生



アプリケーション例

PinPoint™ ナノメカニカルモード

PinPointモードは、以下のように生体サンプルの正確なナノメカニカ

ルイメージングを提供します：

凝着力、弾性率、剛性、変形などのナノ機械特性のマッピングに加え、ナノメートル分解能でのトポグラフィー

 サンプルの位置と方向を明らかにする相関トポグラフィー図を用いた弾性率の高速で定量的なイメージング

 トポグラフィーとフォースディスタンスデータの同時取得による位置エラーの回避

従来のAFMイメージングで頻繁に観察される、 液体中の細胞または生物学的サンプルの引っかき傷や縞模様

などのサンプルの損傷を防止

PinPoint™ ナノメカニカル

MRC-5細胞（ヒト肺線維芽細胞）の画像、90kPaの

平均弾性率

PinPoint™ ナノメカニカル

大気中のコラーゲンファイバーの画像、1.94GPaの

平均弾性率を付与

細胞生物学およびライフサイエンスアプリケーションの

ためのPinPoint™ナノメカニカルモード



その他のアプリケーション例

2D材料におけるPinPoint™ ナノメカニカルモード

SiO2上のMoS2のPinPoint™ ナノメカニカルモードでの水平間力顕微鏡（LFM）

市販のテフロンポリマーのPinPoint™ ナノメカニカルイメージング

市販のテフロンテープ上のDMTモジュラスの高分解

能ナノメカニカルマップ。平均弾性率約400MPa。

結晶領域では500〜600MPaを示す。

こちらのグラフは、弾性率画像の断面プロファイルを

示しており、テフロンドメインの弾性率の違いを示し

ています。



 Park 原子間力顕微鏡モード
 ニーズに合わせて使うParkのスキャニングモードセレクション
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コンダクティブAFM　 PinPoint™コンダクティブAFM IVスペクトロスコピー フォトカレントマッピング

走査型トンネリング顕微鏡 走査型拡がり抵抗顕微鏡 走査型キャパシタンス顕微鏡 静電気力顕微鏡

ケルビンプローブフォース顕微鏡 圧電応答力顕微鏡 磁気力顕微鏡 磁場調整式磁気力顕微鏡（MFM）

ナ
ノ

機
械

特
性

フォースディスタンススペクトロスコピー PinPoint™ナノメカニカルモード フォースモジュレーション顕微鏡 水平間力顕微鏡

ナノインデンテーション ナノリソグラフィー ナノマニピュレーション

そ
の

他
特

性

走査型サーマル顕微鏡 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡



PinPoint™モードはNX製品ラインナップでご利用いただけます：

研究用AFM

世界で最も正確で簡単な研究用AFM 故障解析と大型試料における研究開発のための

最先端ナノ形状計測ツール

ウェーハ測定及び分析のための

自動化ナノ測定装置
革新的な研究にコストパフォー

マンスの高い選択

世界で最も正確で操作性の高い故障解析用高真空AFM

 ライフサイエンス＆ケミカル

ナノスケール顕微鏡のニーズ

に対応する最も用途の広い

AFMプラットフォーム

産業用AFM

ハードディストヘッドスライダ

ーの正確なインライン計測の

ための完全自動化AFM

メディアと基板の製造に最

適なAFM

高解像度3D計測用の産業用

自動AFM

低ノイズ、高スループット原子

間力顕微鏡

ナノスケールの超大型で重いフラット

パネルディスプレイ用の自動AFMシ

ステム

NX-PTR NX-HDM NX-3DM NX-Wafer NX-TSH



〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目17番地1

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

パーク・システムズ・ジャパン株式会社

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・システムズの創設者Sang-il Park博士は、25年以上前に世界で最初のAFM技術を開発したスタンフォード大学のCalvin Quate

教授研究室の一員でした。数年にわたる開発の後、Park博士は最初の商用AFMを作り上げ、パーク・システムズを誕生させました。

優れた先見性と製品、鋭いビジネス感覚を備えたパーク・システムズは、AFMナノスケールメトロロジーの業界におけるリーディング

カンパニーとしての地位を確立しており、2021年には、パーク・システムズはAFMの歴史の中で最もエキサイティングな製品ラインア

ップを展開します。

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おります。その長い歴史を通じ、真のノンコンタクト™

モード、PinPoint™ナノメカニカルAFM、そして多くの自動化ソフトウェアの革新的な機能により、最も正確でかつ信頼性の高いAFM測

定を提供することを約束いたします。自動化機能を備えた最先端AFMオペレーティングソフトであるSmartScan™のように、パーク・シス

テムズのAFMは簡便な操作性だけでなく、ユーザーが優れた結果をより速く、より効率的で正確に得ることができます。
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