
NanoWizard® ULTRA Speed AFM

[1]-[3] 
時系列でみる
ポリマーの結晶化
（裏面参照）

1

2

バイオAFMのパイオニアが提供する倒立顕微鏡搭載型
高速スキャン・超高分解能AFM

3

チップスキャナによる、光学顕微鏡との一体化設計
光学・AFM位置合わせを行うDirect Overlay™

単一分子から生細胞まで可能なフォース測定

幅広い測定モードとアクセサリを網羅し
最高の柔軟性と機能拡張能力を提供

ラインレート300Hz以上の高速高分解能スキャンが大気中・液中ともに可能

低ノイズスキャナ、位置センサおよび検出システムにより
実現したクローズドループモードでの原子分解能

使い勝手のよい定量特性マッピングQI™モード搭載



最高分解能・低ノイズレベルと柔軟性を両立したドイツ製AFM

最高の安定性とベストノイズレベルを達成
最先端技術により液中実験において最も
正確なデータを提供

NanoWizard® ULTRA Speed AFMシステムは、
スキャン速度と分解能に関して新しいスタンダードを
打ち立てます。

最適化されたカンチレバー変位検出システムは、
今日のAFMの中でも最小のノイズレベルを誇ります。
高帯域の高速エレクトロニクス、ならびに安定した機構と
新設計の高電圧アンプにより、繊細なサンプルの上
であっても、正確なフォース制御を実施します。

独自のフレクシャー型ステージスキャナ技術により、ボウ*
の影響のない完全に平坦なスキャンを実現しました。
キャパシタンスセンサ式の最新鋭のクローズドループ
制御は原子分解能を達成した上で、ピエゾ素子由来の
不正確さを完全に排除します。

スキャンヘッドは、特に液中での作業に特化して設計して
あります。シーリングされたピエゾ素子に加えて、実績の
あるJPKのベイパーバリアによるスキャンヘッド密閉技術を
用いることによって、サンプルを液中に浸漬するのに最適
なシステムになっています。

将来の研究プロジェクトにも対応できる柔軟性と
機能拡張能力

JPKの製品コンセプトは、最高のユーザビリティのため
耐久性とモジュール拡張性を両立させることです。
JPK の液中AFMに関する専門知識をもとに、防液システム
や、様々なアプリケーションのための洗浄可能な液中セル
が設計されています。

最新鋭のVortis™高帯域制御系が、環境制御、電気化学
または光学のための測定モード、シグナルアクセス、および
アクセサリの選択における最大限の自由度を確かなものにし
ます。様々なスキャンヘッド（ForceRobot®、CellHesion® 200）
や、サンプルステージ（CellHesion®またはTAO™）などの多数
のアクセサリをVortis™と組み合わせて使用できます。

光学系との統合はJPKの専門技術です

JPKは10年以上にわたり、AFMと高度な光学顕微鏡法とを
組み合わせた製品を開発してきました。
NanoWizard® ULTRA Speedシステムもこのコンセプトを
引継ぎ、正立光学顕微鏡（正立蛍光キットおよびBioMat™
ワークステーション）はもちろんのこと、倒立型顕微鏡を
AFMと組み合わせることができます。

特にJPK独自のチップスキャン式のAFM設計の結果、
AFMと同時に共焦点、スピニングディスク、FRET、TIRF、
FRAP、FLIM、PALM/STORM、STEDなどの高度な蛍光法を
使用できます。特許取得技術のDirectOverlay™モードを使用
すれば、双方の手法の結果をぴたりと重ねて観察することも
可能です。

雲母の結晶構造（左）および液中における実際の原子分解能
イメージ（右）
スキャン領域5nm、クローズドループでのイメージング
六角形の単位格子が明瞭に解像されています。

▼

ラムダファージDNA。DNA二重らせん構造における主溝および副溝の
両方が観察されました。クローズドループでの液中イメージング

(*)ボウ:チューブ型スキャナでXYスキャンを行ったときに
その動作構造が原因で作り出されるエラー成分。
測定面内に主に円弧状の凹凸があるように観察
されます。



倒立型光学顕微鏡と組み合わせる高速スキャンAFM
スタンドアロンシステムとしても

単一分子から生細胞までのダイナミクスを探る高速な
AFMスキャニング

最高の空間分解能でダイナミクスをin-situ観察することは、従来より
AFMの課題となっていました。NanoWizard

®
ULTRA Speed AFMは、コン

デンサを備える標準的な倒立型光学顕微鏡と組み合わせた状態で、
高速スキャンin-situ AFM実験を可能としました。
シャーレ内の生細胞の高速AFMスキャンや単一分子の動的研究を行う
ことができます。また、実験環境の変化（温度、気体または液体交換な
ど）をトリガーにしたり、サンプル特性を制御する機能を付加できます。
ポリマーの相転移、結晶化、酵素反応、膜もしくは繊維の成長、または
電気化学反応を含む実験のすべてをin-situで実行します。

単一分子から生細胞においてマルチパラメータ顕微鏡法は、今日のキ
ーテクノロジーです。STEDまたはPALM/STORMなどの最新の超高分解
能の光学的方法は、今や100nm以下の分解能に達してきました。
NanoWizard

®
ULTRA Speed AFMのスキャン速度は、AFMと光学顕微鏡

法間の速度と分解能のギャップをさらに狭めることができます。
JPK独自のDirectOverlay™モードは、他のいかなるAFMシステムよりも
詳細に比較するために重要な役割を果たしています。ビデオキャプチャ
およびデータ処理のためのソフトウェアツールが実装されています。これ
らの利点により、高い生産性がもたらされ、システムが、高度な研究用
や、多くのユーザを擁する施設におけるルーチンワーク用として完璧な
ものになっています。

定量的データマップを取得するために、 NanoWizard
®
システムには、使い

勝手のよいQI™モードが搭載されています。繊細なサンプルや難しいサ
ンプルにおいても、粘着性、剛性、散逸、伝導性分子認識の高分解能
データが取得できます。

AFMと光学顕微鏡法との相関比較
▲

Celgard®のイメージ（米国セルガード）。
スキャンサイズ1µm、zスケール100nm、
ラインレート23Hz、クローズドループxyによる。
（ Celgard®は、セルガード社の商標です。）

10nm

▲

クローズドループを用いて、TAE-Mg緩衝液中で
イメージングされたDNA折り紙。全体のスキャン
領域は、130nm。折り紙中央部分のイメージは、
同じ領域を40回スキャンした後、ラインレート105Hz
にて測定。（同じ設定による連続スキャン）

サンプル提供：カールスルーエ工科大学（KIT）
Meyer博士ならびにNiemeyer教授

JPK PetriDishHeater™により37 でイメージングされた生細胞。
光学位相差とAFM位相イメージのDirectOverlay™による重ね合わせ。
10µm AFM位相イメージは、クローズドループ、ラインレート40Hz、
イメージ間隔3フレーム使用。
動かないままでいる構造（四角形内）と動く構造（円形内）を示している。
サンプル提供：ベルリン、フンボルト大学 A. Herrmann教授



NanoWizard® ULTRA Speed AFM仕様

システム仕様
・倒立型顕微鏡上、クローズドループで原子分解能

（zノイズレベル 0.025nm RMS未満）
・低ノイズレベルカンチレバーデフレクション検出システム

自由振動時 2pm RMS未満（0.1Hz-1kHz）
・チップ位置再現性・長時間位置安定性を達成するクローズドループ
・チップスキャン型スタンドアロンシステム

AFMとレーザ走査との同時実験用の唯一の選択肢
・低干渉変位検出用IR光源
・NanoWizard® ULTRA Speed動作環境
1) 研究用倒立型顕微鏡上

・蛍光ラベリングにより、サンプル上の測定部分を光学的に観察
・共焦点、FCS、FRET、FLIM、TIRF、STED、PALM/STORMなどの

光学的な先端技術とAFMの組み合わせ
・DirectOverlay™ソフトウェアモジュールによる、光学データ

とAFMデータとの精密な位置合わせ、オーバーレイ
2)スタンドアロン

・蛍光が不要の場合も使用可能な柔軟性
（サンプルステージは、光学顕微鏡上に１分以内に搭載できます）

・マイクロピペットや電気接続が容易なサンプルフリーアクセス設計
・TopViewOptics™オプション

3）BioMAT™オプション
・不透明サンプルにAFMに対する高NAの光学測定の組み合わせ

NanoWizard® ULTRA Speedヘッド
・高剛性、低ノイズ設計およびドリフト最小化機構
・高速信号を捉える帯域8MHz検出器
・一体化されたベイパーバリア、シ-リングピエゾドライブ、及び

チップスキャン型設計による安全な液中測定
・ユーザ指定パラメータによるインテリジェント自動アプローチ

修飾チップもソフトランディング可能
・明視野、DICおよび位相差のための市販コンデンサー用光路
・クロストークを避ける蛍光用光学フィルタ
・スキャナユニット

・分離式の低質量zスキャナを備えるフレクシャ型スキャナ設計
・レンジ：30×30×6 µm クローズドループ
・スキャン速度：300Hz以上
・z共振周波数：70kHz超
・xy（クローズドループ）位置ノイズレベル：0.1nm
・zセンサノイズレベル：0.04nm RMS（帯域幅3kHz）

Vortis™ SPM コントローラ
・低ノイズレベル 最多信号チャネル新型ディジタルコントローラ
・QPD信号用：60MHz高速16ビットAD変換
・2.5MHz 24ビット超精密ADC
・振幅、位相検出用 高速ロックイン・アンプ
・最新FPGA/PPC技術搭載モジュール式ハイブリッドアナログ・ディジタル

設計
・高速データリンク ギガビットイーサネットインターフェース
・サーマルノイズ：最大 3.25MHz
・実験の自由度を広げるアナログおよびディジタルコネクタ搭載シグナル

アクセスモジュール（SAM） オプション

SPM制御ソフトウェア
・サーマルノイズ法による自動化感度・ばね定数キャリブレーション
・特許DirectOverlay™：ピクチャインピクチャ機能、光学像とAFM像の

組み合わせ
・Outline™モード：光学イメージ中で新規スキャンエリアを正確に選択
・改良型ForceWatch™モード：カンチレバーのドリフトフリー測定
・距離、断面など高度なオシロスコープ機能、オンライン測長機能
・マルチユーザープラットフォーム
・ユーザがプログラム可能なソフトウェア
・TipSaver™による多用途に適用可能なフォース測定
・ExperimentPlanner™：専用の測定のワークフローを設計
・RampDesigner™：独自のフォースカーブセグメント設定
・ForceSpectroscopyアドバンス：様々なフォースクランプやユーザ指定

ランプ設計、温度勾配、引張速度、フォースフィードバック設定可能
・バッチ処理：イメージ処理、イベントなしのフォースカーブの除外と自動

データ処理
・データエクスポート、フィッティング、フィルタリング、エッジ検出、3D表示、

FFT、断面など機能を有する強力なデータ処理機能
・キャリブレーション光学イメージのピクチャインピクチャ表示及び

エクスポート用データ処理イメージビューア
・WLC、FJC、ステップフィッティング、フィルタリング

ステージ
・安定性、安全性を実現する低ドリフト設計
・ジョイスティックまたはソフトウェア制御によるモーターステージ

：移動範囲20×20mm
・マニュアル精密ステージ：移動範囲20×20mm
・光軸に対して独立なチップおよびサンプルの位置決め

サンプルホルダ
・シャーレホルダ、カバースリップ、顕微鏡用スライド

またはSPM用金属板
・オプション：特殊ホルダおよび液中セル
・Ø140×高さ18mmの自由なサンプル外形

光学顕微鏡構成
・以下の倒立型顕微鏡に適合

・カールツァイス（Axio Observer、AxioVert 200）
・オリンパス（IXシリーズ）
・ニコン（TE 2000、Ti）
・ライカ（DMIシリーズ）

・標準的なコンデンサーによる光学位相差、DIC
・市販共焦点顕微鏡およびTIRF、FRET、FCS、 FRAP、

FLIM、 PALM、STORM、STEDなどの蛍光技術に対応
・散乱型SNOM、ラマン、TERS測定にアップグレード可能
・BioMAT™ワークステーションによるAFMと正立型高開口数

光学系の組み合わせ（BioMat™の資料をご覧ください）
・正立蛍光顕微鏡（UFM）キットにより、不透明な基板上の

共局在実験が可能
・豊富な種類の高性能EM-CCDカメラに対応
・不透明サンプルのためのTopViewOptics™光学系

温度制御オプション
・High Temperature Heating Stage（HTHS™）

温度範囲：室温～300℃ （0.1℃精度）
・Heating Cooling Module（HCM™）

温度範囲：-30℃～120℃ （0.1℃精度）
・ソフトウェア制御機能

液中セルオプション
・液滴または特注の液中セルのためのカンチレバーホルダ
・特許出願技術BioCell™：高NA油浸レンズと単一分子レベルの

高分解能AFM両立のためのJPK独自の液セル
・温度制御範囲：15～60℃
・ガス、液還流機能
・市販カバースリップ用

・CoverslipHolder：室温条件下でBioCell™と同機能
・透過照明対応温度制御電気化学セルECCell™
・生細胞に最適なPetriDishHeater™

・35mmガラスボトムディッシュ対応
・温度制御範囲：室温～60℃
・ガス、液還流機能

・小容量測定用 SmallCell™ 
・容量を最小限に抑えた密閉型液中セル（60µl未満）
・容易にアクセス可能な3つのサンプルポート

２ヵ所：バッファ交換用、1ヵ所：化学物質添加用

その他オプションアクセサリ （アクセサリ・ハンドブック参照）
・測定に応じたサンプルホルダ、カンチレバーホルダおよび

ステージ
・温度制御、腐食性溶媒対応の液中セルなど
・繊細な実験制御のためのフォースカーブ手動操作アクセサリ

ForceWheel™
・スクリプト機能、全信号へのアクセスによる自由な実験制御
・追加100µmクローズドループZスキャナを備えるCellHesion®

モジュール
・100×100µmまたは100×100×10µmクローズドループ

サンプルスキャナを備えるTAO™モジュール
・最大限の柔軟性を付与するVortis™ Advanced SPMコントロール

ステーション
・電気的測定モード
・ビデオイメージングまたは蛍光用カメラ、光源
・OEM 防振、遮音オプション

イメージングモード（大気中、液中）
□コンタクトモード
□ACモード
□位相
□QI™モード：定量的イメージング
フォーススペクトロスコピー
（大気中、液中）
□静的および動的スペクトロスコピー

標準測定モード

装置仕様は装置改良のため予期なく
変更される場合がございます。

表紙イメージ: 時系列でみるポリマーの結晶化。生分解性重合体の結晶化を示すポリ（ヒドロキシブチレート-co-バリレート）（PHB/V）。
サンプルは、英国シェフィールド大学J. Hobbs教授のご提供。スキャン領域1.5μm、クローズドループでのイメージング。図示のイメージの間隔は17フレーム。

無断複写・転載を禁じます。© 2014, JPK Instruments AG

□QI™ Advancedモードによる定量
イメージング（大気中または液中）

・粘着性、弾性、剛性、変形等の
機械的特性

・伝導性マッピング
・コンタクトポイントイメージング

（CPI™）
□HyperDrive™
□QコントロールFM、PM制御ACモード
□フォースクランプ及びランプによる

高度なフォーススペクトロスコピー
□高調波イメージング
□マイクロ粘弾性
□KPMおよびSCM
□MFM
□EFM
□コンダクティブAFM（QI™モードも参照）
□STM
□電気的スペクトロスコピー・モード
□ピエゾレスポンス顕微鏡法（PFM）
□温度制御、光学観察を伴う電気化学
□ナノリソグラフィー及びナノマニピュ

レーション
□ナノインデンテーション
□走査型サーマルAFM
□測定ワークフロー設計用

JPK ExperimentPlanner™
□フォースカーブセグメント用

JPK RampDesigner™
□環境制御オプション
□DirectOverlay™
□CellHesion®・TAO™モジュール

：追加xy、zサンプルスキャナ

オプション測定モード

ブルカージャパン（株）
ナノ表面計測事業部
中央区新川1－4‐１
TEL: 03-3523-6361
E-mail: 
Info-Nano.BNS.JP@bruker.com

NanoWizard, CellHesion, TAO, BioMAT, 
NanoTracker, ForceRobot, Vortis, DirectOverlay, QI, 
HyperDrive, ExperimentPlannerおよびRampDesigner
は、JPK Instruments AGの商標または登録商標です。


