
富山大学の分析機器の利用手順
大学の教職員が タ取得をサポ します。

専門性の高い解析 タ解釈を大学教員がサポ します。
製品開発 品質管理 い 機器分析 大 威力 発揮
ル え 分析機器 多く 機種 あ 目的 応 機

器 選択 難 い もあ
富山大学自然科学研究支援ユニ 機器分析施設 分析相談
受け 分析目的 最適 機器選択 手伝い い 当施

設 機器 分析 希望 ユ ザ 機器並び 管理者 紹介い
気軽 問合 く い

機器分析施設専任教員 相談 分析目的
適 分析手法 機器 選定

大学 請求書 届 指定 口座 振込
く い

利用申請書 必要事項 記入 利用日 1週間
前 機器分析施設 提出 く い

機器管理者 操作説明 受け 後 利用者 自
身 機器 操作い

外部開放機器 分析 可能 あ 機器管理
者 利用可能 時期 い 相談 い

機器利用の流れ
1.分析相談

2.日程調整

3.利用申請書 機器分析施設へ 提出

4.機器 利用

5.利用料金 振込

機器分析施設専任教員 小野 恭史
E-mail: yono@ctg.u-toyama.ac.jp
電 話 076-445-6825

分析相談窓口

※ 教育研究活動 対応可能 教職員 い い場合 い
※ 機器管理者 操作説明 受け 後 自身 測定 行 い

タ 解析結果 い 試験成績書や証明書 発行 い
了承く い

mailto:yono@ctg.u-toyama.ac.jp


No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

A010 透過型電子顕微鏡 総合研究棟ォテゴオ ㈱日立䆴磹穟祲𥧔箼秖籞𥞩璈艽臃ジシザケ 〇

A020 集束磹礥ン竌籞筁加工観察装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ ㈱日立䆴磹穟祲𥧔箼秖籞𥞩璈FB-2100 〇

A030 禕箼籞放電æ肘分肘装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ ㈱堀場製作所璈トヅ-パンヰョilユンコ 〇

A040 窂𥧔磹ン𥫣箛ン穪箛ソ禕箐竴磦装置 工学部ォトズオ 窂𥧔窊祲䅈㈱璈NanoimPro Type510TS

A050 軽元素分析多機能電子顕微鏡穪籞稛䈎种䅈穟筁 工学部ォトゴオ ㈱穪𥫣コン璈EM-002B 〇

A060 走査型𥫣箼籞𥫤顕微鏡 工学部ォトズオ ㈱島津製作所璈ピパノ-ズザケケニコ

A070 超微細素子作製観察装置 総合研究棟ォテゴオ ㈱礐箛礥窊祲䅈璈テネピ-ジゴケケ 〇

A080 配線窾稛籞ン形成装置 総合研究棟ォテゴオ 筿祊秇㈱璈ノヂ-コケ 〇

No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

B010 電子𥫣箼籞𥫤䇳磹祲箼磕窂箐磹秌 理学部ォテゲオ 日鑚電子㈱璈芃茌Ａ臃スコゴケ 〇

B020 電界放射型走査電子顕微鏡 産学連携推進𥞴ン稛籞ォトゲサオ

日鑚電子㈱ 璈ニピノ-シジケケデ

膅礐窬䈎祧籞分散型茌線分析装置 ニテヅ-ココケケ付オ

〇

B040 徹真空電子顕微鏡 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ

㈱日立䆴磹穟祲𥧔箼秖籞𥞩

Miniscope TM3030 〇

B050 接触角測定装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ 協和界面科学㈱璈DropMaster700 〇

B060 茌線肘電子分肘分析装置 産学連携推進𥞴ン稛籞ォトゲサオ

秇籞筕竴磦穖种筹籞秇磹礐ン穟磦竴磦穖祲㈱

ESCALAB250Xi 〇

B070 ツハツ画像測定機 工学部ォトズオ

㈱筿穙穪䈇

祲磹穖祲竌秖𥮲ン ヒプ-ヂパテXサケサパビバ

〇

B080 表面粗さ解析測定器 工学部ォトゲサオ ㈱東京精密璈ピブビデツバノ ゲザケケヅX

B100 穧秖稛䈎祊䇮箐付き倒立形顕微鏡 理学部ォテゲオ

㈱窊コン

ヅピ-ネコ+デiゲォ祊䇮箐膲コン穪箼籞箐籞オ

テヤliヱヴユ ノヂゲケケ膅顕微鏡䐢

B110 電界放射型走査電子顕微鏡 水素輪哲体科学研究𥞴ン稛籞ォテサオ

日鑚電子㈱璈JSM-6701F

膅礐窬䈎祧籞分散型茌線分析装置 ニテヅ-コゴケケ付オ

No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

C010 箵籞秌箐䇳ン分肘肘度計 理学部ォテゲオ 日鑚分肘㈱璈ハビピ-ジゲケケ 〇

C020 全自動元素分析装置璈膅カ゚モンiヰ ノナツビバ-ヤヶャユ䐢 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ 穵磹穙･礐箵䇮ン稛籞䈎社 vario MICRO-cube 〇

C030 全自動元素分析装置璈膅カ゚モンiヰ テネ䐢 富山市新産業支援𥞴ン稛籞ォトゲザオ 穵磹穙･礐箵䇮ン稛籞䈎社璈vario EL

C040 竴籞箛礐変換赤外分肘肘度計 産学連携推進𥞴ン稛籞ォトゲサオ ㈱島津製作所璈IRPrestige-21 〇

C050 紫外可視肘肘度計 人間æ達科学部ォッコオ 日鑚分肘㈱璈V-650 〇

C060 単結晶茌線構造解析装置 理学部ォテコオ ㈱箛祘祲璈茇ａｒｉ芧ａｘ璈芼Ａ芴艿艜臃艜茈 〇

C070 超伝棡核磁気共鳴装置璈膅ザケケノドz䐢 工学部ォトザオ 日鑚電子㈱璈ニハX-テツX ザケケ 〇

C080 電子䅈竨ン共鳴装置 理学部ォテゲオ 日鑚電子㈱璈ニテピ-Xゴゲケ

C090 超伝棡核磁気共鳴装置璈膅サケケノドz䐢 工学部ォトザオ 日鑚電子㈱ α-サケケ

C100 超伝棡核磁気共鳴装置璈膅ゴケケノドz䐢 理学部ォテゲオ 日鑚電子㈱ JNM-ECX 300/TRH 〇

C110 自動旋肘計 工学部ォトゲゲオ ㈱堀場製作所璈ピテパヂ-ザケケ

C130 高分解能質量分析装置 総合研究棟ォテゴオ 日鑚電子㈱璈璈ニノピ-ジケケプ

機器分析施設 機器一覧

烋成ゴケ烝ジ月 現在

表面分析領域

窂𥧔構造解析領域

分子構造解析領域

機器分析施設所属機器 機器分析施設ɔ録機器

富山大学 機器分析施設 機器一覧

ナノ構造解析領域

表面分析領域

分子構造解析領域



No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

D010 箵籞秌籞䇳磹祲箼䅣磹𥞴祲种𥮲ン 理学部(E1) 箐磹祊䇳磹祲箼种䅈穟筁𥞩㈱璈芓芧艜7000 〇

D020 ICPæ肘分析装置 産学連携推進𥞴ン稛籞(G14)
㈱窾籞䄅ン礐䈎䇳籞秖筹窾ン

Optima 7300DV 〇

D030 共焦点蛍肘箵籞秌籞顕微鏡 総合研究棟(E3) ㈱窊コン 穧秖稛䈎礐祲箛𥫣䅈C1 〇

D040 箛磕䈎稛磹筁芴𦪌芼機 工学部(G9)
磕𥫣箐磹穵窹磹礥种䅈穟筁𥞩

Step One-E 〇

D050 赤外線秇籞筕禕箐竴磦籞 機器分析施設(G9)
日鑚磕竌礥窊祲䅈㈱

Advanced Thermo TVS-500EX 〇

D060 高速高解像共焦点箵籞秌籞顕微鏡 工学部(G9) 箐磹祊䇳磹祲箼种䅈穟筁𥞩㈱璈TCS SP8 〇

D070 磹䇮籞秖ン禕秇磹穪䇮籞稛籞 工学部(G9) ㈱窾籞䄅ン礐䈎䇳籞秖筹窾ン璈Operetta ○

D080 多肘子共焦点箵籞秌籞顕微鏡 総合研究棟(E3) ㈱窊コン璈A1R MP
+

○

D090 祲箛礥䅈稛穖穪 工学部(G9) 箐磹祊䇳磹祲箼种䅈穟筁𥞩㈱璈CM1860UV ○

D100 手動回転式筿祲箼穪籞筁 総合研究棟(E3) 箐磹祊䇳磹祲箼种䅈穟筁𥞩㈱璈RM2125 〇

D110 窾箐竴磦ン熔融機 総合研究棟(E3) 磕𥞩ワン㈱璈EI-300B

D120 禕箛籞ン箵籞秌籞 総合研究棟(E3)
コ䆿箵ン穪籗秖筹窾ン㈱

高出力禕箛籞ン箵籞秌籞璈Verdi-V10-PZT ○

D130 ウ䈎穪箐筿祲箼穪籞筁 理学部(E1) 箐磹祊䇳磹祲箼种䅈穟筁𥞩㈱璈EM UC7 ○

D140 芓𦪌臃芧苢／芧苢 工学部(G11)
㈱日立䆴磹穟祲𥧔箼秖籞𥞩

Nano Frontier L 〇

D150 艜芨Ａ种籞祲礐ン秇籞 工学部(G11)
磕𥫣箐磹穵窹磹礥种䅈穟筁𥞩

3130xl  Genetic Analyzer

D160 箛磕䈎稛磹筁芴𦪌芼機 理学部(E2) 稛祊箐窹磹礥㈱璈璈TP850

D170 芲芴苢芓椌型高出力禕箛籞ン箵籞秌籞 総合研究棟(E3) コ䆿箵ン穪籗秖筹窾ン㈱ 532-8000

D180 徹窹穖祲禕箐ウン穵液体种ン稸箵籞种𥮲ン祊ウン稛籞 水素輪哲体科学研究𥞴ン稛籞(E4) 日立磕箼祊䇮穧磦祊䈎㈱   LB-5

No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

E010 茌線解析装置 産学連携推進𥞴ン稛籞(G14)
𥫤䈎祊籞籗礐磹礐穖祲䅈礐䅈㈱

艜8 DISCOVER 〇

E020 波長分散型蛍肘X線分析装置 産学連携推進𥞴ン稛籞(G14) 䅈ペ祲穪箛䅈㈱ 璈PW 2404R 〇

E030 塗膜下金属腐食診断装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞(G15) 戻斗電工㈱璈HL201S 〇

E040 電流電哲測定装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞(G15) 戻斗電工㈱璈HＺ-3000 〇

E050 電気尤学的水晶振動子微少秤量装置 富山市新産業支援𥞴ン稛籞(G15)
戻斗電工㈱ HQ-304A,HQ-305A,HQ-306A

HQ-101B(QCMコン穪箼籞箐䐢

〇

E061 熱分析种䅈穟筁膅TG-DTA臁TG-MS臁GC-MS) 富山市新産業支援𥞴ン稛籞(G15)
㈱箛祘祲璈ThermoPlus2

㈱島津製作所璈GCMS臃QP 5050A 〇

E090 茌線回折装置 工学部(G11) ㈱島津製作所璈XRD-6100

E100 微椌硬度計膅䇳磹祲箼竌穖祊籞䅈硬度計䐢 工学部(G9) ㈱竴筦籞稸筦磕穟穖祲璈Ｆ芧臃700 〇

E120 粉鑽自動茌線回折装置 総合研究棟(E3) ㈱箛祘祲璈RINT2000种箛籞𥞩

E130 微椌部自動茌線回折装置 総合研究棟(E3) ㈱箛祘祲璈RINT2000种箛籞𥞩

E140 薄膜構造評価用茌線回折装置 総合研究棟(E3) ㈱箛祘祲璈ATX-E

No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

F010 交番磁場勾配型／高温炉付試料振動型磁力計 総合研究棟(E3)
米国𥫣箛ン䅈穪ン䇮秖筹䇮ン穙

筕穧䈎2900-04 4磹ン稸ＡGM种䅈穟筁

〇

F020 磁気特性精密測定种䅈穟筁 極徹温量子科学施設(E5) 米国祊ン稛筁籗穧秌磹ン社璈MPMS-XL 〇

F030 磁気特性測定种䅈穟筁 総合研究棟(E3) 米国祊ン稛筁籗穧秌磹ン社璈MPMS-７

F050 極限環境菱進材料評価种䅈穟筁 総合研究棟(E3) 日鑚祊ン稛筁籗穧秌磹ン㈱璈芴芴芧S 〇

No 機   器   隣 設置場所 型式等

外部

利用

G010 礐䄅种䇳箵籞秌装置 工学部(G9)
コ䆿箵ン穪籗秖筹窾ン㈱

COMPEX 芴ｒｏ110F

G020 全自動研磨機 産学連携推進𥞴ン稛籞(G14)
丸鑚䅈穪䈎磕䅈㈱璈璈穟禕箐䇦籞䈎-15𤩍

穟禕箐竴礛籞䅈-１𤩍穟禕箐穵籞秌-5 〇

G030 穧秖稛䈎䇳磹祲箼䅈コ籞𥫣 富山市新産業支援𥞴ン稛籞(G15) ㈱䄅籞礐ン䅈璈VHX-700FSP1344 〇

G040 ウ䈎穪箐筿祲箼電子天秤 産学連携推進𥞴ン稛籞(G14) 秌䈎穪箛ウ䅈璈MSQA2.7S-000-DM 〇

G050 磁気軸受け稛籞笯分子䇦ン𥫣 総合研究棟(E3) 礐穵ワ籞𥞩㈱璈STP-451

G060 䄅𥞴𥧔ン箐ン𥫣筳窊穖穪 総合研究棟(E3) ㈱島津製作所璈P/N691-06536-02 ○

生体籗環境情報解析領域

材料機能解析領域

物性計測領域

共通機器

生体・環境情報解析領域

材料機能解析領域

物性計測領域

共通機器



富山大学 機器分析施設 装置のご紹介
季平成30年度：スーパ－ユー殉ー対象装置稀

集束イオンビーム加工観察装置

縮オン州ビー妾叔使用し樹含微小領
域周おけ柔材料州切断や掘削加工叔行
うこ需爵出来ます岸電顕観察用州試料
作製や超微細加工爵可能綬 nm単位
綬州解析収囚へ州応用周も便利綬す岸

ヘリウム液化淳ステム

匠彰ウ妾ガ潤(気体)叔圧縮冷却し樹
液化し含液体匠彰ウ妾需す柔設備綬す岸
匠彰ウ妾修輸入周依存す柔稀少資源綬
左州NMR装置州冷媒需し樹も使用さ汁
ロ潤(匠彰ウ妾ガ潤)叔回収し樹本設備
周十戎 彰サ縮ク承利用爵綬酌ます岸

超伝導核磁気共鳴装置

溶液・固体サン勝承州潤ペクト承測
定周十戎CHN等州原子州配列や数ま酒
隣接あ柔い修遠隔州原子間州相互作用
周つい樹州知見爵得従汁柔分子構造解
析周必須装置綬す岸

低真空電子顕微鏡

低真空収環境綬比較的簡素収操作周
十戎観察爵可能収含走査型電子顕微鏡
綬す岸生物試料や多少水分叔含夙首材
料収囚叔含前処理不要綬 十戎自然周
近い状態綬観察綬酌ます岸

富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター
機器分析施設 & 設備サ唱ート・嘗ネ準娼ントオフ祝潤


