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卓上サイズの走査電子顕微鏡
─卓上顕微鏡 Miniscope 「TM3000」─

2．主な特徴

（1）試料の前処理が不要：常時試料室を低真空にして観察
する方式を採用し，帯電しやすい試料も金属コーティング
などの前処理をせずに観察できる。
（2）デジカメライクの操作画面：デジタルカメラ感覚の操作
画面により，直感的に操作できるようにした。初めて操作
するユーザーや使用頻度が少ないユーザーも簡単に扱える。
（3）オートスタート機能を採用：「スタート」ボタンをワ
ンクリックするだけで，画像のフォーカスと明るさ・コン
トラストを自動調整して容易に画像表示ができる。
（4）ユーティリティー：一般的なAC100 Vコンセント（3P）
に接続して使用が可能である。
（5）ドライ真空ポンプを採用：真空排気ポンプには，環境
への配慮からオイルフリーのダイアフラムポンプと，ター
ボ分子ポンプを採用した。
（6）元素分析機能（オプション）：試料の構成元素の同定
ができる元素分析システムを構築できる。

1．シンプルな操作，高倍率の観察を可能に

　走査電子顕微鏡は物質表面の微細構造の観察や元素分析
装置として，バイオテクノロジーやエレクトロニクス分野
をはじめとする幅広い産業分野で，研究開発から製造・品
質管理に利用されている。一方で，装置の省スペース化や，
身近でもっと簡単に使いたいといったニーズも顕在してい
た。日立グループは，こうしたニーズに応えるため，デス
ク上に置いて素早く使える卓上顕微鏡を開発した。
「TM3000」は光学顕微鏡のように簡単に扱うことがで
き，焦点深度の深い立体的な画像を観察できることが特徴
である。前機種の「TM1000」に比べ，設置面積を約20%

削減した。またオートスタート，オートフォーカスなどの
オート機能を搭載するなど，シンプルな操作を実現したほ
か，観察倍率を30,000倍まで拡張して高倍率での観察を
可能にした。元素分析装置（オプション）を組み込むこと
で，観察試料の元素分析を行うこともできる。
物質表面の微細構造を簡単かつ容易に観察できる装置と

して，材料，半導体，食品，バイオなど幅広い分野におけ
る研究・開発，品質管理などでの活用が見込まれるほか，
小中学校や科学館などでの理科教育に用いられることで，
「理科離れ」の歯止めにつながる一助となることも期待し
ている。
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株式会社日立ハイテクノロジーズは，小型で操作性に優れた卓上顕微鏡 Miniscope 「TM3000」を開発した。
卓上顕微鏡は「最先端の顕微鏡を身近に」をテーマとして開発したもので，国内外の研究機関や企業，
学校や科学館など，産業用途だけではなく教育用途でも活用されている。

図1│卓上顕微鏡 Miniscope 「TM3000」の外観 図2│卓上顕微鏡 Miniscope 「TM3000」の操作画面

主な仕様
倍率
加速電圧
試料可動範囲
最大試料サイズ

15～30,000 倍
5 kV/15 kV

35 mm×35 mm

直径70 mm×厚さ50 mm
　

お問い合わせ
株式会社日立ハイテクノロジーズ
科学・医用システム事業統括本部 お客さまサポートセンタ
TEL：03-3504-7211　E-mail：contact@nst.hitachi-hitec.com
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タッチパネルを採用した
コントローラ

多様な分野で貢献する組成分析装置
─新型高速液体クロマトグラフ「Chromaster」─

はさらなる低ノイズ，低ドリフトを実現することでデータ
の再現性，感度，安定性といった基本性能を向上した。
また，タッチパネルを採用した新規コントローラと，装
置立ち上げ時間を短縮する各種自動化ユニットの採用で操
作性を向上させた。外観カバーや内壁素材の各種性や安全
性に配慮したオートサンプラのドアロック機構，カラムオー
ブンの液漏れセンサーなどにより，頑健性も高めている。

2．主な特徴

（1）基本性能の向上
ポンプに新規低圧グラジエントモードを搭載し，より
ピークのリテンションタイム再現性が向上した。オートサ
ンプラには新規高精度シリンジ駆動ユニットを採用し，注
入量再現性も向上した。検出器には周囲温度変化の影響を
極力抑える工夫を行っており，安定したベースラインが得
られる。
（2）操作性・メンテナンス性の向上
見やすく，操作も簡単なカラー液晶モニタ・タッチパネ
ル方式の「GUI（Graphical User Interface）コントローラ」（オ
プション）により，システムの集中制御や自動化・省力化
を実現した。「カラム管理システム」（オプション）により，
カラムメーカーを問わず使用カラムのログ管理を可能とし
た。また従来からの前面操作を継承し，主なオプションの
内蔵化と配線・配管の工夫によりシステムを省スペース化，
操作性も向上させた。
（3）頑健性
外観デザインの見直しおよび耐久性の高いSUS（Steel 

Used Stainless）材や樹脂素材の使用により頑健性が向上した。

1．多様な分析シーンで求められる組成分析

HPLC（High Performance Liquid Chromatograph：高速
液体クロマトグラフ）は，液体に溶解可能な物質の組成や
含有量を高精度で測定する分析装置で，測定対象となる成
分や試料が非常に幅広く，医薬品・食品・化学分野をはじ
めとした研究・開発品質管理など多様な分析シーンにおい
て用いられる重要な分析装置である。
「Chromaster」は，多様なHPLCの中でも最も多く使用
されるベーシックモデルに属し，基本性能や操作の容易さ，
頑健性といった総合評価の高さを追求した。ポンプには新
規グラジエントモード（High Frequent Mode），オートサン
プラには高精度シリンジ駆動部をそれぞれ搭載し，検出器
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株式会社日立ハイテクノロジーズは，基本性能，操作性・メンテナンス性，
頑健性を飛躍的に向上した新型高速液体クロマトグラフ「Chromaster（クロムマスター）」を開発した。

図1│新型高速液体クロマトグラフ「Chromaster」の外観

お問い合わせ
株式会社日立ハイテクノロジーズ
科学・医用システム事業統括本部 お客さまサポートセンタ
TEL：03-3504-7211　E-mail：contact@nst.hitachi-hitec.com
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※  この開発成果は，以下の事業・開発課題によって得られたものである。
　 事業名 ： 「 研究成果展開事業（先端計測分析技術・
  機器開発プログラム）機器開発タイプ」
　 開発課題名 ： 「 超小型近赤外分光測定装置の開発」（開発期間：
  平成21～23年度（予定）)
　 チームリーダー ： 川島 隆太（東北大学 加齢医学研究所 教授）
　サブリーダー ： 荻野 武（日立製作所 トータルソリューション事業部）
　担当開発総括 ： 澤田 嗣郎（東京大学 名誉教授）
※  JSTはこのプログラムの機器開発タイプで，最先端の研究ニーズに応えられるよう
な計測分析・機器およびその周辺システムの開発を行うことを目的としている。

*ZigBeeは，ZigBee Alliance, Inc.の登録商標である。

複数人の脳活動をリアルタイム計測
─超小型の頭部近赤外線光計測装置─

脳科学」の分野でSocial-scopeとして最先端の研究分野へ
の応用も期待されている。

2．システムの特徴

（1）小型・軽量化を実現
  信号処理部をひとつのLSIに集約し，ヘッドセットの重
量を約90 gと軽量化した。また，乾電池（CR123A）連続
駆動6時間（常温時）を実現した。
（2） 20人の脳を同時に計測，リアルタイム表示
  データ伝送を最適化したZigBee*プロトコルにより無線
化。コンピュータで処理していた多くの信号処理をヘッド
セット内蔵のLSIで処理し，処理プロセスを軽減させ，20

人までの同時計測を可能にした。また， LSIに組み込んだ
独自のアルゴリズムでリアルタイム計測を実現した〔図1

（右）〕。
（3） ワイヤレスで装着しやすいヘッドセット
ヘッドセットはワイヤレスで装着することができるた
め，被験者の行動を制約することなく，より日常に近い状
況で計測できる。また，ヘッドセットを従来の額を包み込
む形状から頭部の前後を軽く挟み込む形状とすることで，
簡単に装着できるようにした。

1．小型・軽量，複数人の脳活動を同時計測

日立は，独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究成果
展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）機器開
発タイプの一環として，脳活動にともなう前頭葉部分の血
液量の変化を簡単に計測する超小型頭部近赤外光計測装置
の試作機を開発した。東北大学が脳機能イメージングの知
見をもとに研究で必要な要素を提示し，それに即して日立
製作所が試作機の基本原理とシステム構成の開発を行った。
  試作機は，ヘッドセットと計測結果を表示するアプリ
ケーションソフトウェアで構成される。測定した信号を処
理する主要回路をひとつのLSI（Large Scale Integration）に
集約し，信号処理基板の面積を日立の従来製品と比べて約
1
10にしてヘッドセットに内蔵した。これにより，測定した
信号をコンピュータなどを経由せずに直接ヘッドセット内
で高速処理することが可能となった。
ヘッドセットはワイヤレスで約90 gと軽く，装着性の
高いデザインとした〔図1（左）〕。日常に近い状況で前頭
葉部分の血液量の変化が簡単に計測可能，脳科学をはじめ
さまざまな研究分野での活用が期待される。
また，同時に計測した20人の脳の血液変化量データを

一つのコンピュータ上で表示し，データベース化するアプ
リケーションソフトウェアも併せて開発した。測定しなが
らリアルタイムで計測結果を表示することができ，「社会
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「光トポグラフィ技術」は，脳活動に伴う脳内血液量の変化を無侵襲で測定する技術で，
大脳皮質にある運動野や言語野など人の行動に直結する高次脳機能の活動をリアルタイムで測定し，視覚化することが可能である。
このほど，超小型・軽量で，脳活動に伴う前頭葉部分の血液量の変化を簡単に計測でき，
複数人の脳活動の計測結果をリアルタイム表示できる試作機を開発した。

図1│超小型試作機の外観（左）と，リアルタイムに計測結果を表示する計
測画面（右）

お問い合わせ
日立製作所
トータルソリューション事業部 新事業開発本部
人間指向ビジネスユニット
TEL：03-4564-9668
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※1） 会議室スペースで行われた会話をフォーマル，それ以外をインフォーマル
とした。

※2） 磁性体のふるまいを説明する単純化した統計力学上のモデルとして，イジング
モデルを適用した。

組織内コミュニケーションを可視化
─「ビジネス顕微鏡」で知識創造活動を支援─

われる会話のほうが，インフォーマルな場よりも活性度が
低い※1）ことがわかった。さらに，「会話の参加者の活性度
が，参加者の多数側に同調する」という特徴が，磁石中の
原子のスピンが互いに向きをそろえようとするふるまいに
類似していることに着目し※2），会話の活性度を表す数式
モデルに応用した。この数式モデルによるシミュレーショ
ンと実測値の比較では，統計的有意な一致が確認できた。

2．知識創造活動をサポート

こうした研究結果を活用し，知的財産やノウハウなどを
考案する知識創造活動を支援するシステムを新たに開発し
た。会議や打ち合わせ，雑談などの日々のコミュニケー
ションを可視化し，その内容やアイデアをイントラネット
を通じて組織内で共有できるもので，日々のコミュニケー
ションを自動で表示し，そこに共有メンバーが内容や進
捗，コメントを加えられるようにした。これにより，通常
は見逃されがちなアイデアや雑談などの内容を蓄積・共有
できるようにする。
このようなコミュニケーションの活性化支援に加え，議
論がどれだけ活性化したかの度合いの表示や，コスト（人
件費）の算出，共有メンバーによる成果の自己評価を通じ，
業務の生産性の把握や改善にも貢献する。
  日立グループは，今回開発したシステムを，「ビジネス顕
微鏡」を応用した組織改革ソリューション事業として提供
していく予定である。

1．会話の活性度を測るモデルを構築

「ビジネス顕微鏡」では，複数のセンサーデバイスを内
蔵した名札型センサーを用い，そこから得られる測定デー
タをもとに，対面コミュニケーションの頻度や活動状況を
把握する。社員同士が一定の距離内で対面すると，セン
サー同士が通信して対面を検知し，対面時間や行動リズム
などの活動データがサーバーに蓄積される。この記録を元
に作成される「組織ネットワーク図」により，コミュニケー
ションが可視化できる（図1参照）。日立グループは，こ
の「ビジネス顕微鏡」を利用し，2009年から組織改革ソ
リューションサービスを展開してきた。
今回，測定データから，会話中の人の活性度を決める要

因を解析し，対面コミュニケーションにおける会話の活性
度を表す数式モデルを構築した。解析の対象としたのは，
ソフトウェア開発会社の社員412人を対象に，3か月間に
わたり会議室や立ち話などの全ての会話を測定したデータ
である。その結果，（1）傍聴者が多くなると会議が活性化
しない（逆に多数が活発に話すと，残りの出席者も同調し
て会議が活性化する）（2）会議などのフォーマルな場で行
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「ビジネス顕微鏡」は，センサー技術を用いて，これまで定量的に把握することが困難だった
組織内のコミュニケーションの実態を測定・解析するためのシステムである。
職場における会話の活性度など，組織の知識交流の状況を測定・分析し，適切な施策を展開することにより，
組織改革の実現をサポートできる。

図1│名札型センサー外観と「組織ネットワーク図」の例

お問い合わせ
日立製作所
中央研究所 企画室
TEL：042-327-7777


