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SEM-EBSDを用いて、

1. 例えばc軸に伸びた結晶を測定した場合、
その結晶のc軸が、左に伸長しているのか、
右に伸長しているのか、分かりますか？
その方位はあっていますか？

※鉱物の伸長方向などの線構造（二次元構造）
を見ただけでは、一般的にわかりません。

2. SEM像の方位とEBSPから得たEuler角、あっ
ているか調べたことがありますか？
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はじめに －SEM-EBSDをお使いの皆さんへ－
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我々の研究室の環境では、 SEM像の方位とEBSPから得たEuler角はあわず、
SEM像（または得られた方位）を、紙面に垂直軸に対して180  回転させる必要がありました

我々の研究室では

我々の研究室の環境
• JEOL社製JSM-7001F + Oxford Instruments社製Flamenco HKL EBSD
• FEI社製Quanta 200i 3D + Oxford Instruments社製Flamenco HKL EBSD
• FEI社製Helios G3 + Oxford Instruments社製Flamenco HKL EBSD

• （HITACHI社製S-3000H + Oxford Instruments社製Flamenco HKL EBSD）

※これ以外の環境では、調査できていません。



他の研究室では・・・

さらに、
この問題については、今年のEGUにて発表があったようです。
Kilian et al. (2016): EGU2016-8221

El-Dasher et al. (2009, 2014など)：
得られるSEM像とEBSPから得られた結晶方位との関係が正しくないという、
問題が指摘されている。

しかし、こうした指摘・問題点について（国内では？）周知されていません※。

本発表で、現状を報告

※ 2016/5/22 JpGU MIS12-03 にてOxford Instruments株式会社の森田博文さんから発表がありました。

補足：国内でも、鈴木(2013)で報告されていました。



Oxford Instruments社の定義



Oxford instruments社 Flamenco HKLでは、

Sample tilt : 70度

Detector orientation :  
JEOL社製JSM-7001F: 0度, 90度,   0度
FEI社製Quanta 200i 3D: 0度, 102度, 0度
FEI社製Helios G3: 0度, 102度, 0度
HITACHI社製S-3000H: 0度, 90度,   0度

と、入力されている（はずです）。

反射法でEBSPを取得するとき、一般的に、

FEI社製Quanta 200i 3D/Helios G3
Oxford instruments社 Flamenco HKL の例

※解析に別のソフトを使用している場合は、
Sample tilt: 0
Detector orientation: 0, 0, 0
と、入力されているかもしれません。

その場合は、本発表には該当しませんが、
一度チェックされたらどうでしょう。

方位関係を表すパラメーター



e-

SEM scan-y

EBSD detector “R”EBSD detector “L”

EBSD detectorは、どちらに、何度でついていますか？

JEOL社製JSM-7001F: “L”, 90度
FEI社製Quanta 200i 3D: “L”, 102度
FEI社製Helios G3: “L”, 102度
HITACHI社製S-3000H:      “R”, 90度

SEM-z



e-

SEM scan-y

sampleは、どちらに何度傾斜していますか？

Sample “A” Sample “B”

JEOL社製JSM-7001F:       “A”, 70度
FEI社製Quanta 200i 3D:   “A”, 70度
FEI社製Helios G3:            “A”, 70度
HITACHI社製S-3000H:     “B”, 70度

SEM-z



・EBSD detectorが、”L” につき、
・Sampleが、”A” に傾斜させ、
・反射法で、
・メーカー提供のソフトを使用している、

場合、

SEM像の方位とEBSPから得られる方位が一致いない可能性があります。

補足：
※ ”R” – “A” – 反射法 の場合は、一致するようです。
※ 2000年より古いSEMは”R”で、新しいSEMは“L”のことが多いような気がします。
※我々の知る限り、これ以外の方位に検出器が付いているのをしらないので、検討してい
ませんが、実際にはあるようです。



気になる方は次のことを試してください。

1. 試料準備
1. 明らかにc軸が分かる試料（石英、コランダムなど ）を用意
2. スライドガラスに、c軸が、第一象限、斜め上に向くように接着
3. EBSD用試料と同様に研磨、蒸着

2. SEMに試料をセット
• この時、石英のc軸が、 SEM像で斜め上方向(第一象限)になるようにしてセット

3. EBSPを取得・解析
4. 得たEuler角から、石英の結晶軸をステレオネット上にプロット

この結果、
• ステレオネット上にプロットした石英のc軸は、上半球投影で第一象限にありますか？
• 第三象限にプロットされていませんか？

第一象限にプロットされているのであれば問題ありませんが、
もし、第三象限にプロットされた場合、SEM像（またはプロット）を180度回転させると合いませんか。

確認方法

補足：三方晶系は、EBSD解析に
注意が必要なので、他のほうがよ
いかもしれません。



c軸

チェック用に用意したCorundum試料
※石英ではビームに弱かったため

謝辞：試料製作 高谷真樹氏



補足：チェック用に用意した石英試料

※我々の環境では、石英はビームに弱かったため、本発表では使用していません。

c軸



Oxford instruments社の初期設定で得られたEBSDパターンと方位

EBSP

EBSP 解析結果 方位関係パラメーター



本来の試料の方位（SEM像）
（第一象限にあるはず）

Sample tilt : 70度
Detector orientation :  0度, 90度, 0度

得られたEuler角をステレオネットに
プロットして得られた方位

このようになっていませんか？

ちなみに、Φ1を180度回転させると、合います！
（ のため、EBSDでは、六方晶系としてついている可能性があります。）

c軸

c軸

ステレオネットにプロット

c軸

上半球投影
※構造地質分野では、下半球投影とのこと



Sample tilt : 70度
Detector orientation :  

JEOL社製JSM-7001F: 0度, 90度, 0度
FEI社製Quanta 200i 3D:   0度, 102度, 0度
FEI社製Helios G3:  0度, 102度, 0度
HITACHI社製S-3000H: 0度, 90度, 0度

の場合（ すなわち、Oxford instruments社 Flamencoの初期設定値の場合）、

• JEOL社製JSM-7001F： SEM像を180度回転させる必要あり
• FEI社製Quanta 200i 3D： SEM像を180度回転させる必要あり
• FEI社製Helios G3： SEM像を180度回転させる必要あり
• S-3000H：正しく得られます

我々が調べた範囲では、

※これ以外のソフト（AZTechなど）、および装置についてはわかりません。
各自で、検証してください。AZTechも基本同じだと思いますが。

※TSL (OIM)では、ver7以降は、解析ソフトでそれなりの対応がなされているとのことです。
ただ、180度回転させる必要があるのは変わらない・・・（？）。

検証結果



It is important to realize that the EBSD orientation calibrations in Flamenco 

and AZtec does not relate to the orientation of the scanned image

IF you want to change the orientation of the used reference frame then it 

can be done either by:
 Rotating data after acquisition by a system specific angle (recommended 

option)

Either 0 or 90 or 180 or 270 deg around surface normal

 Using a system specific scan rotation angle on SEM to bring SEM image 

orientation to coincide with reference coordinate system for EBSD data 

(CS1)

 Change the tilt and detector orientation values to rotate the CS1 coordinate 

system to coincide with the orientation of the SEM image (this is easier to do 

in Flamenco than in AZtec) and is not a good idea as it causes other 

problems (EDS, LAM, ...)

Oxford instruments社の公式見解

ということですので、ご注意ください
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補足：なにが問題なのか －例－

c軸

スライドガラス

上から

横から 45°

直方晶系の鉱物が、左図のようにある場合を考える

a軸

正しい結果
（上半球投影）

結晶軸 結晶面



結晶軸 結晶面

正しい結果

結晶軸 結晶面

Oxford Instruments社の設定で行った結果
そのままだと

この例では、
・正しくは面(001)を、面(100)であると
・正しくは面(100)を、面(001)であると
誤認してしまう。

補足：なにが問題なのか －例－


