In-Situ X線回折用
サンプルステージ

サンプルステージ
総合カタログ

温度制御技術

In-Situ X線回折をリードする性能
In-Situ X線回折(XRD)は、固体材料のナノ構造に対する温度、雰囲気、圧力の影響
を理解するために欠かせない手法です。そうした知識は材料研究のみならず、産業
界における製造プロセスの最適化や品質管理にも不可欠です。
XRD測定では、対象サンプルおよびそのアプリケーションに合った最適なサンプル
ステージを選択する必要があります。アントンパール社のサンプルステージは、温
度、雰囲気、圧力を精密に制御し、実験目的に応じた最適なサンプル環境を提供し
ます。
また、サンプル位置の自動補正により、X線ビームが常にサンプルの適切位置に照
射されるように保ちます。高品質な素材で作られた各種サンプルステージは、測定
サンプルとステージ素材の不要な化学反応を防ぎ、長い装置寿命を確保します。
アントンパール社のサンプルステージは、様々なラボ用装置および放射光施設のX
線回折計に取り付けることができ、簡単・迅速・高精度な In-Situ XRD測定を実現
します。

温度はIn-Situ XRDで最も重要なパラメーターです。
サンプルタイプ、目標温度、雰囲気に応じて2種類の加熱手法が適用されます。
温度均一性が求められる測定では、ヒーターに囲まれたサンプルホルダーにサンプルを配置し、輻射加熱を利用して温調を
行います。温度分布はサンプル近くの熱電対により測定されます。サンプルホルダーは、不要な化学反応を避けるために不
活性素材で作られています。また、この方式を採用しているステージの多くは、回折データ品質を向上させるために試料台
の回転機構をもちます。
極めて高い温度が必要な測定では、金属製の加熱ストリップまたは加熱プレートにサンプルを配置し、直接加熱します。サ
ンプルとヒーターが直接接触するため、急速な温度変化が可能です。不活性サンプルキャリアを使用し、化学反応を回避し
ます。

輻射加熱方式
4 均一なサンプル温度
4 不活性材質のサンプルホルダーがサンプルとの反応を回避
4 試料台の回転により統計値を向上
4 酸化・還元雰囲気または真空中に対応
4 あらゆるサンプルタイプに対応
極めて均一な温度分布

最高の性能、最高の結果 - アントンパール社の In-Situ XRDアタッチメント

直接加熱方式
4 最高のサンプル温度
4 短時間での温度変化
4 不活性材質のサンプルホルダーを利用可能
4 酸化・還元雰囲気または真空中に対応
4 微細粉末に最適
極めて高い温度を実現

HTK 1200N | HTK 16N | HTK 2000N | DHS 1100

高温

加熱冷却方式

TTK 600 | DCS 500 | BTS 150/500

低温ー中温

XRK 900 | HPC 900

高温・高圧

CHC plus+ | MHC-trans

湿度

4 低温ー中温に最適
4 操作が簡単
4 空気、不活性ガス、真空中で動作
4 真空下では極めて低温を実現
4 あらゆるサンプルタイプに対応
幅広い温度範囲と多様なアタッチメント

TS 600 | SAXSpace、SAXSpoint 2.0

応力/ひずみ | SAXS
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高温域でも優れた温度均一性

超高温のIn-Situ XRD測定

HTK 1200N | HTK 1200N Capillary

HTK 16N | HTK 2000N

HTK 1200Nは、1200 °Cという高温下で平板上サンプルの
In-situ XRD測定に最適なアタッチメントとして長年にわたり
選ばれています。新たに追加されたキャピラリーエクステン
ションを装着すれば、キャピラリー内のサンプルでも均一に
温調された高温下で測定できます。

HTK 16NとHTK 2000Nは、1600 °C / 2300 °Cという超高温にお
けるX線回折測定用のストリップヒーター型温調チャンバーです。
極めて高い温度でサンプルを直接加熱します。測定サンプルや加
熱用フィラメント(Pt、Ta、W、C、その他も要望に応じて提供)に
応じて、真空または各種のガス雰囲気中で測定することができま
す。

搭載されているラウンドヒーターは、厚さ最大5 mmのサンプ
ルでも、サンプルの温度勾配をほぼゼロにします。

チャンバーデザインは、サンプルの温度勾配を最小限に抑えられ
るように最適化されています。加熱ストリップにスポット溶接さ
れた熱電対が、あらゆる動作条件で信頼性の高い正確な温度測定
及び温度制御を実現します。

サンプル回転オプションにより、粒子配向をランダム化して
優れた回折データ品質を実現します。

高精度リニアステージによる加熱ストリップの予備引張機能で、
全温度範囲でサンプルポジションの高い安定性を確保します。一
体型調整スリットにより、あらゆる温度でストリップの高さを正
確に調整できます。

温度センサはセラミックサンプルホルダー内のサンプルのす
ぐ下に配置され、信頼性と再現性の高い温度測定を保証しま
す。
アルミナ製サンプルキャリアは簡単に交換でき、粉末サンプ
ル、バルクサンプル、薄膜といった様々なサンプル形状に対
応します。

不活性サンプル支持プレートを備えたグラファイト加熱フィラメ
ントを使えば、サンプルの温度均一性と化学耐性の向上という利
点が得られます。
チャンバーの正面カバーにはバヨネット式の口金があり、迅速か
つ簡単なサンプル交換が可能です。

キャピラリーエクステンションを使えば、通常の粉末サン
プルはもとより空気に不安定なサンプルでも、透過法での
In-Situ XRD測定が可能になります。

高グレードの素材、優れたデザイン、取り扱いの容易さを兼ね備
えたHTK 16NとHTK 2000Nは、超高温を必要とする様々なアプリ
ケーションで性能を実証されています。

HTK 1200Nは、反射法と透過法のどちらの測定も可能な汎用
型高温XRD用チャンバーです。

代表的なアプリケーション
4
4
4
4
4
4

構造解析
温度膨張係数
相図の調査
化学反応研究
動的構造変化の観測
格子定数測定

技術仕様
温度範囲:
雰囲気:
測定配置:

代表的なアプリケーション
4
4
4
4
4
4

構造解析
鉱物研究
化学反応の調査
劣化プロセス
アニーリング
結晶特性評価

技術仕様
25～1200 °C
空気、不活性ガス、真空(10-4 mbar)
反射および透過

温度範囲:
雰囲気:
測定配置:

25～1600 °C (HTK 16N)
25～2300 °C (HTK 2000N)
空気/不活性ガス、最高1600 °C
真空(10-4 mbar)、最高2300 °C
反射
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4輪ゴニオメータに対応する小型高温アタッチメント

様々な測定ニーズに対応する中低温チャンバー

DHS 1100

TTK 600

DHS 1100は、最高1100 °Cまでに対応する4輪ゴニオメー
タ向けの用の高温ステージです。
一般的な4軸ゴニオメータ全てに装着できるよう、極めてコ
ンパクトかつ軽量に設計されています。コードやホース類
は最小限に抑えられ、ゴニオメータの移動を制約せず、あ
らゆる測定に柔軟に対応します。
また、ドームとDHS 1100ハウジング全体は、圧縮空気の
みで優れた冷却効果が得られるよう設計されています。

中低温チャンバーTTK 600は、-190～600 °Cまでの温度範
囲におけるX線回析用に開発された汎用サンプルステージ
です。真空、空気、不活性ガス条件下で測定を実施できま
す。
3種類のサンプルホルダーにより、様々な種類・形状のサ
ンプルに柔軟に対応できます。標準サンプルホルダーで
は、反射配置でのサンプル分析が可能です。オプションの
キャピラリーサンプルホルダーと透過サンプルホルダーを
使えば、粉末、薄膜、ペーストといったサンプルを透過配
置で分析できます。

加熱プレートは、優れた温度均一性と高温での位置安定性
を確保するデザインになっています。
独自のグラファイト製ドーム型X線ウィンドウにより、真
空及び不活性ガス条件下でのサンプル分析が可能で、高温
でのサンプル酸化などの化学反応を避けることができま
す。また、低バックグラウンドのPEEK製ドームに換装す
ることも可能です。

サンプル温度は、サンプルのすぐ下にある精密なPt100セ
ンサにより測定されます。ヒーターと全てのサンプルホル
ダー間の熱伝導は、装置デザインにより最適化されていま
す。キャピラリ―サンプルホルダーと透過サンプルホルダ
ーはどちらも、追加の対流式ヒーターと連動させることが
できます。これにより、短時間での温度変化が可能にな
り、温度均一性も向上します。TTK 600を制御する一体型
温度制御ユニット(CCU)により、最高の温度安定性と、液
体窒素や圧縮空気の経済的使用が確保されます。
これら3種類のサンプルホルダーは、高さ調整なしで簡単
に交換できます。アンテチャンバーを使えば、空気に対
して不安定なサンプルをTTK 600内部に安全に移動できま
す。

窒化アルミニウム(AlN)製のサンプルホルダープレートは
で、優れた熱伝導性と高い化学耐性を備えています。
DHS 1100は独自設計により、コンパクトさ、安全性、高
精度の温調性能を兼ね備えた、洗練された高温ステージで
す。

TTK 600は、様々な測定ニーズに対応するオールラウンド
な中低温チャンバーです。

代表的なアプリケーション
4
4
4
4
4
4
4

温度誘起相転移の分析
テクスチャ測定
応力分析
プロファイル分析
斜入射（GIXD）測定
高分解能測定
層構造の解析

代表的なアプリケーション
4
4
4
4

製薬物質や食品成分のIn-situ結晶構造評価
固体-固体および固体-気体反応時の化学組成変化の観察
熱格子膨張係数の精密測定
ポリマー材料の構造研究

技術仕様
温度範囲:

技術仕様
温度範囲:
雰囲気:
直径/高さ/重量
測定配置:

25～1100 °C
空気、不活性ガス、真空(10-1 mbar)
128 mm/51 mm/450 g
反射

雰囲気:
測定配置:

-190～600 °C (液体窒素による冷却)
-10～600 °C (圧縮空気による冷却)
空気、不活性ガス、真空(10-4 mbar)
反射および透過

中低温 | 9

8 | 中低温

4軸ゴニオメータ及びXYZステージ用の低温アタッチメント

卓上回析計でのIn-situ XRD測定

DCS 500

BTS 150/500

DCS 500は、4軸ゴニオメータ及びXYZステージで-180
～500 °CのIn-situ XRD測定に対応する新しいアタッチメン
トです。優れたデザインにより、全温度範囲で高い温度均
一性と優れたサンプルポジション安定性を実現します。

BTS 150/500ベンチトップ加熱ステージは、卓上型の回析計
に対応する初の小型In-Situ XRD測定用ステージです。BTS
150では-10～150 °C、BTS 500では周囲温度から500 °Cま
での測定が可能です。

グラファイト製のドーム型ウィンドウ内を真空または不活
性ガス雰囲気にすれば、高温でのサンプルの化学反応や低
温での凝縮を防止しながらサンプルを分析することができ
ます。ドーム自体の冷却や加熱は不要です。

極めてコンパクトに設計されており、標準的な卓上型回折計
の限られたスペースにも収まります。温度制御モジュールは
加熱ステージに統合されており、簡単操作で温度設定が可能
です。

DCS 500本体は水により温度制御され、低温動作時の凝縮
を防止します。全ての供給ホースの配置は様々な測定に柔
軟に対応できるよう設計されています。

サンプルはペルチェ(BTS 150)または抵抗加熱ヒーター(BTS
500)により加熱されます。優れた断熱性と空気冷却により、
卓上型回折計本体への不要な熱伝導を防止します。Pt100温
度センサはサンプルのすぐ近くに位置し、信頼性と再現性の
高い温度測定を約束します。

ベンチュリノズルから導入される液体窒素流とヒーターに
よる温度制御の組み合わせで、迅速な加熱冷却サイクルと
高精度な温度制御による測定が実現されます。

BTS 150/500のサンプルホルダーは容易にサンプル交換でき
るよう設計されています。
コンパクトなデザインでありながら真空下、空気中、不活性
ガス条件下で測定できます。サンプルホルダーの熱膨張を最
小限に抑え、X線ビームが常にサンプルの適切な位置に照射
されるように設計されています。

ドーム型冷却ステージDCS 500は、アントンパール社が材
料科学者に提供する新しい分析ツールです。

特許技術であるBTS 150/500の独自設計は、コンパクトさ、
信頼性、使いやすさなど、
卓上型回折アプリケーションに必要な全ての機能を提供し
ます。

代表的なアプリケーション
4
4
4
4
4

温度誘起相転移の分析
テクスチャ測定
プロファイル分析
応力分析
層構造の解析

4
4
4
4
4

In-situ 結晶相評価
構造解析
相特性(格子パラメーター、晶子サイズ、格子ひずみ)
動的構造変化の観測
リートベルト分析

技術仕様

技術仕様
温度範囲:
雰囲気:
		
直径/高さ/重量
測定配置:

代表的なアプリケーション

-180～500 °C
空気、不活性ガス、
真空(10-1 mbar)
115 mm/65 mm/850 g
反射

温度範囲:
雰囲気:
測定配置:

-10～150 °C (BTS 150)
室温～500 °C (BTS 500)
空気、不活性ガス、真空(10-1 mbar)
反射
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固相反応過程のIn-situ XRD分析

固体-気体相互作用の分析に対応する高圧チャンバー

XRK 900

HPC 900

XRK 900は、900 °Cおよび10 barまでのX線回折測定に対
応する反応チャンバーです。堅牢で洗練されたデザイン
が、高温及び高圧での固体及び固体-気体反応の研究を可能
にします。

HPC 900は、100 bar及び900 °Cまでの過酷なX線回析実験
に対応する新しいチャンバーです。水素や酸素など様々な気
体中で固体及び固体-気体反応を分析することができます。
HPC 900高圧チャンバーは特殊な二層構造「2-シェル構造」
を採用しています。コンパクトな内側のシェルは、サンプ
ル、ヒーター、反応ガスを収納する圧力コンテナです。外側
のシェルは、内側の部分から漏出が生じた場合でも、有害な
気体が環境中に放出されるのを防ぎます。

炉内の電熱ヒーターの特別な配置により、サンプルの温度
勾配を最小化します。2つの熱電対がサンプル温度を確実に
測定及び制御します。
固体-気体反応では、温度と圧力が精密制御された雰囲気条
件が重要です。チャンバーデザインは、反応ガスのフラッ
シングとサンプル内のガス流を均一化するよう最適化され
ています。

HPC 900は高圧容器として設計されていますが、サンプルの
装着は容易で、工具は一切不要です。サンプルカップはサン
プルホルダーから簡単に取り外すことができます。また、さ
まざまな材質のカップを使用できます。

ハウジングは150 ℃までの加熱でき、反応生成物の凝縮を
防ぐことができます。

HPC 900の洗練されたデザインは、サンプルの周囲で優れた
温度均一性を生み出します。温度センサは、サンプルホルダ
ー内のサンプルのすぐ下に位置しています。そのため、信頼
性の高いサンプル温度の測定及び制御が確保されます。

サンプル回転オプションにより、粒子配向を高度にランダ
ム化できます。これは優れた回折データ品質とその後のデ
ータ解析に必要とされる特性です。ステンレス鋼製または
セラミック製のサンプルホルダーも利用できます。

HPC 900高圧チャンバーは、水素貯蔵、燃料電池研究、触媒
といった多くの科学分野において、全く新しい研究を可能に
します。

XRK 900は固相反応のIn-situ XRD測定に対応する独自ツー
ルで、比類のない堅牢性と性能を備えています。

代表的なアプリケーション
4
4
4
		
4
4

動的構造変化の観測
固相反応研究
触媒の構造及び触媒パラメーターの
同時分析
大気条件下での分析に適さない材料の分析
固相反応プロセスの動的分析

代表的なアプリケーション
4 固体-気体反応、温度変化、ガス吸着・脱着における
構造および化学組成のIn-Situ分析
4 水素及び二酸化炭素貯蔵、
燃料電池、膜、触媒に関連する材料の分析

技術仕様
技術仕様
温度範囲:
圧力範囲:
雰囲気:
測定配置:

25～900 °C
1 mbar～10 bar
空気、不活性ガス、反応ガス、
真空(1 mbar)
反射

温度範囲:
圧力範囲:
雰囲気:

測定配置:

25～900 °C
1～100 bar
水素、二酸化炭素、酸素、
窒素、空気、不活性ガス、その他のガスも
要望に応じて提供
反射

湿度 | 13

12 | 湿度

低温－中温及び湿度制御下のIn-Situ XRD測定

湿度条件下のIn-situ XRD測定に対応する
マルチサンプルチャンバー

CHC plus+

MHC-trans

CHC plus+は、汎用CHC低温・湿度チャンバーに高度な相
対湿度(RH)発生器を組み合わせた独自の製品です。低温ま
たは高温、及び制御された湿度条件下でのIn-situ X線回折
測定に対応します。

MHC-transマルチサンプルチャンバーは、サンプルの温度と
湿度を制御するIn-situ XRD測定用の初のマルチサンプルステ
ージです。サンプルチェンジャーが統合されているため、最
大8つのサンプルを同時に分析できます。全てのサンプルが
同じ条件下に保たれます。各サンプルをX線ビーム内へ移動
し、回折パターンを記録します。

ガス加湿器はCHC plus+チャンバーに直接取り付けられて
います。湿度は、CHC内のサンプル近くに位置する校正済
みRHセンサが制御します。

MHC-transは集束ビーム光学系による透過配置での回折に対
応し、優れた分解能とS/N比が得られると同時に、サンプル
の体積変化の影響を受けにくい設計になっています。MHCtransは、サンプルステージの上または下にX線源を配置して
使用できます。

チャンバーハウジングはウォーターバスにより温度制御さ
れ、制御性に優れたRH発生器の組み合わせにより、サンプ
ル周囲で均一かつ明確な湿度条件を生み出します。

MHC-transは、サンプル区画全体で精密かつ均一に温度制御
する機能を備えています。湿度ガス発生用の装置と湿度セン
サはサンプルチャンバーに統合されており、5～95 %RHの
範囲での湿度制御が可能です。

サンプルを取り外さなくても、様々な雰囲気・温度・湿度
条件下の測定を実施できます。サンプル交換後の光学調整
は不要で、迅速に各種測定を行うことができます。
広い温度範囲に対応し、サンプル周囲の湿度を制御する機
能を備えたCHC plus+は、温度誘起または湿度誘起の結晶
構造変化を観測する最適なツールです。

回折計のハードウェア及びソフトウェアとの統合を容易にす
るために、TCU 60M温度制御ユニットとMHG湿度発生器を
TCU 60Mの共通インターフェースからリモート制御できま
す。
MHC-transは、In-situ XRD測定の作業を効率化させる初の非
大気下サンプルチェンジャーです。

代表的なアプリケーション

代表的なアプリケーション

4 製薬物質及び食品成分の温度誘起変化及び湿度誘
起変化
4 API中の多形
4 ゼオライト及び粘土鉱物の加水/脱水
4 建築材料の硬化プロセス

4
		
4
4

製薬材料及び食品成分の
温度誘起及び湿度誘起相変化
API中の多形
結晶性材料の加水/脱水

技術仕様
技術仕様
RH範囲:
温度範囲:
雰囲気:
測定配置:

10～60 °Cで5～95 %RH
80 °Cで5～70 %RH
-180～400 °C (真空)
-120～300 °C (乾燥空気)
(調湿)空気、不活性ガス、窒素
真空(10-2 mbar)
反射

湿度制御:
温度範囲:
サンプルの数:
雰囲気:
測定配置:

10～60 °Cで5～95 %RH、
最高80 °Cで最大70 %RH
-10～150 °C
最大8
(調湿)空気/窒素、不活性ガス
透過
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機械特性評価とIn-situ X線構造解析の融合

ナノ構造分析装置

TS 600

SAXSpace / SAXSpoint 2.0

TS 600引張ステージは、材料に機械的な負荷を与えたとき
に生じる構造変化のIn-situ X線回析に特化した初のサンプ
ルステージです。繊維、ホイル、薄膜の応力-ひずみ曲線を
測定しながらX線回折やX線散乱を観測することが可能で
す。

SAXSpace及びSAXSpoint 2.0は、高性能の小角及び広角X線
散乱システムです。液体(コロイド、タンパク質溶液など)か
ら固体(ポリマー、ナノコンポジットなど)まで、あらゆる種
類のサンプルのナノ構造分析に対応します。
コンパクトなデザインと強力なX線源の組み合わせにより、
高い強度と短い測定時間を実現します。寄生散乱を防ぐ独自
のコリメーションシステムと高度な検出技術が、優れた分解
能と性能を提供します。

コンパクトな軽量設計のため、放射光施設のビームライン
またはラボ用X線回析装置、ラボ用小角X線散乱装置に使用
できます。X線回折計に装着した場合には、透過配置、反
射配置のいずれにも対応します。
TS 600では2つのロードセルを利用できます。低応力域か
つ高分解能の測定が必要な場合は最大5 Nのロードセル、低
応力域から高応力域を必要とする場合は1～600 Nに対応し
たロードセルを使用します。セルの交換は容易で、セルタ
イプは自動的に装置に検知されます。

TrueSWAXS機能では、1回の(SWAXS)測定でサンプルの数
ナノ～数十ナノスケールの構造とオングストロームレベルの
相状態に関する情報を同時に取得することができます。迅速
かつ簡単なデータ処理及び評価が可能な専用ソフトウェアパ
ッケージにより、SAXSデータから最大限の情報を引き出す
ことが可能です。

TS 600には、ステージ制御及びデータ取得用のソフトウェ
アが付属します。材料の伸び及び力を制御し、繰り返しひ
ずみ印加などの複雑な負荷プロファイルを設定できます。
データは多様な様式でオンライン表示し、様々な形式でエ
クスポートすることができます。

幅広い温度制御サンプルホルダーの利用が可能で、様々なタ
イプのサンプルを分析できます。専用オートサンプラによる
ハイスループット測定や、VarioStageを用いた多方向サンプ
ル位置制御により、GI-SAXS測定、Rheo-SAXS測定、マッ
ピング測定などの多様な測定環境を実現します。

TS 600 は、ひずみと応力の世界に新たな知見をもたらし
ます。

アントンパール社のSAXSシステムは、汎用的でコンパクト
な優れたシステムです。

代表的なアプリケーション
4 繊維、ホイル、薄膜の応力/ひずみ研究
4 機械的負荷をかけた状態でのIn-situ構造分析

技術仕様
力範囲: 			
			
ひずみ印加速度: 		
直径/高さ/重量:		
測定配置: 		

0.05～5 N (5 Nロードセル)
1～600 N (600 Nロードセル)
0.05～5 mm/min
155 mm/49 mm/1.3 kg
反射・透過

代表的なアプリケーション
4
4
4
4
4
4
4

ナノ粒子のサイズ及びサイズ分布情報
構造及び質量測定
結晶質/非晶質相率の特性評価
細孔分析及び表面/体積比
会合度及びコイリング度
凝集数及び相互作用挙動の特性評価
ナノ構造表面の分析

技術仕様
q範囲: 		
標準的な測定時間: 		
サンプル量: 		
温度範囲: 		
雰囲気: 		

0.02～40.7 nm-1
1～30分
> 8 μL (通常50 μL)
-150～500 °C
真空、空気、不活性ガス、湿度
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