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7400 シリーズ　VSM （振動試料型磁力計）

7400 シリーズの振動試料型磁力計は、最大 3.1T という非常に大きい磁場を
印加することが可能で、かつ 0.1μemu（積分時間：10s/pt）という非常に高
感度に測定することができ、フェリ磁性体からナノ磁性体まで、様々な種類
の磁性体の磁気モーメントの測定に対応しています。温度オプションも豊富な
ラインナップがあり、100K ～ 950K （74035 型）、5.5K ～ 450K （74018 型）、
30℃～ 1000℃ （74034）の 3 種類を用意しております。全ての温度オプショ
ンは、ソフトウェアと連動することができ、温度依存性などを自動で測定する
ことが可能です。
またベクトルオプションや磁気抵抗オプションも用意しているので、磁性体の
様々な物性値を測定することが可能です。

特長

●バルク、薄膜、紛体などの様々な磁気材料、マルチフェロイックに対応
●高感度測定 ：0.1μ emu（積分時間：10s/point）
●磁界強度 ：最大 3.1T（31kOe）（7410 型の室温時）
●高速測定 ：ヒステリシスループを約 1 分で測定
●温度可変オプション ：5.5K 〜 450K（74018 型）
    100K 〜 950K（74035 型）
    303K 〜 1273K（74034 型）
● MR プローブオプション（74046 型）による磁気抵抗測定
●磁気異方性測定オプション（74032XY 型・74033 型）

アプリケーション

●磁性薄膜
●磁性多層膜
●磁性ヘテロ構造
●磁気 MEMS
●ナノ磁性材料

●希薄磁性半導体（DMS）
●常磁性
●超電導体
●分子磁性材料
●希土類永久磁石

●フェライト
●磁性流体
● MRI 造影剤

7400 シリーズ　振動試料型磁力計　仕様

磁界強度
モデル 7404 7407 7410

室温

エアーギャップ：16.2mm
サンプルアクセス：3.6mm

21.7kOe 
(2.17T)

26.2kOe 
(2.62T)

31kOe 
(3.1T)

エアーギャップ：23mm
サンプルアクセス：10mm

18.1kOe 
(1.81T)

23.4kOe 
(2.34T)

28.5kOe 
(2.85T)

エアーギャップ：29mm
サンプルアクセス：16mm

15.3kOe 
(2.17T)

21.2kOe 
(2.12T)

25kOe 
(2.5T)

温度オプション
あり

高温オーブン (30℃～ 1000℃ )
クライオスタット (5.5K ～ 450K）

11.8kOe 
(1.18T)

18.3kOe 
(1.83T)

23kOe 
(2.3T)

シングルステージ温度可変
オプション (100K ～ 950K)

13.5kOe 
(1.35T)

19.4kOe 
(1.94T)

25kOe 
(2.5T)

磁界設定分解能 20mOe 30mOe 30mOe

磁気モーメント測定
室温
　0.1TC（時定数）、積分時間：0.1s/point （no averaging） 0.75 μ emu

　0.1TC（時定数）、積分時間：1s/point 0.4μ emu

　0.1TC（時定数）、積分時間：10s/point 0.1μ emu

高温オーブン・クライオスタットオプション使用時
　0.1TC（時定数）、積分時間：10s/point 2.5 μ emu

シングルステージ温度可変オプション使用時
　0.1TC（時定数）、積分時間：10s/point 1.25 μ emu

ベクトルオプション使用時
　0.1TC（時定数）、積分時間： 10s/point

7404・7407 ：5 μ emu
7410 ：3 μ emu

磁界測定
確度 読み値の 1% またはフルスケールの± 0.05%

分解能
　2800kA/m （35kOe） 8A/m （0.1Oe）

　280kA/m （3.5kOe） 0.8A/m （0.01Oe）

　28kA/m （350Oe） 0.08A/m （0.001Oe）

安定度 < フルスケールの 0.05%/h

手動回転
設定分解能 <1°

設定再現性 <1°

回転レンジ 0 ～ 730°

構成品
• 電磁石
　7404 ：EM4-HVA 型
　7407 ：EM7-HV 型
　7410 ：EM10-HV 型
• 電磁石用電源
　7404 ：643 型
　7407/7410 ：648V 型
• ヘッドドライブ

• コンピュータ
• ソフトウェア
• 室温用サンプルテイル & ホルダキット
　7404/7407 ：740927 型
　7410 ：740940 型
• コントローラ一式
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74033 オートローテーション

回転レンジ -10°～ 730°

設定分解能 <1°

再現精度 <1°

74046 磁気抵抗測定オプション

プローブ数 4

ピンスペース 0.9mm

4 ピンのトータルスペース 2.7mm

サンプルサイズ 断面 ：4.5mm × 4.5mm
高さ ：3mm

温度範囲 20K ～ 673K

電流レンジ 6 レンジ ：1μA ～ 100mA

抵抗レンジ 9 レンジ ：0.2Ω , 2Ω , 20Ω , 200Ω , 2kΩ , 20kΩ , 200kΩ , 2MΩ , 10MΩ

コンプライアンス電圧
（プローブ）

測定 ：0V ～ 5V
コンタクト ：0V ～ 100V

7404 7407 7410

74032 ベクトルコイルオプション

ポールキャップ※ 102mm（4in） 102mm（4in） 100mm（4in）

エアーギャップ 50.8mm（2in） 50.8mm（2in） 50.8mm（2in）

最大印加磁場 7.7kOe（0.77T） 12.5kOe（1.25T） 20kOe（2.0T）

ノイズ（RMS） 5μemu 3μemu

サンプルアクセス 25mm（1in）

最小トルク密度（最大印加磁場下） 38 × 10-3 dyn-cm 62 × 10-3 dyn-cm 60 × 10-3 dyn-cm

※別売りです。

測定オプション

7400 シリーズ VSM　測定オプション　仕様

磁気抵抗（MR）測定オプション（74046）
磁気抵抗（MR）測定オプションは、磁気抵抗（MR）や、GMR スピンバルブ、CMR などの測定を、
磁場に対し面内方向で測定することが可能です。温度オプションにも対応しています。このオプショ
ンは、データ取得やデータ解析、コントロールを自動で行うことができ、適切なパラメータを得るこ
とができます。スピンバルブを応用したセンサのピン層やフリー層の測定が可能です。
サンプルへの接続として圧力型端子用の一列に並んだ 4 つのピンがあり、オートローテーションや
温度オプションなどに使用する VSM のサンプルロッドと取り換え可能です。温度範囲は、74018
型クライオスタットでは 20K ～ 450K、74034 型高温オーブンでは 325K ～ 673K、74035 型シング
ルステージ温度可変オプションでは 100K ～ 673K で対応しています。74033 型自動ローテーショ
ンオプションと組み合わせることで、磁気抵抗効果の角度依存性の測定が可能です。接続ピンは、
磁場に対して装置全体が回転する際に、サンプルとのコンタクトを維持します。
完全自動の MR ソフトウェアは直観的な作りとなっており、自動的にコントロールを行う際の測定
条件を容易に作成できるなど、強力なユーザインターフェースとなっています。測定準備のためのス
テップやアニーリングの方法を模索するためのステップを組むなど非常に自由度の高い複数のステッ
プのあるプロファイルを作成することも可能です。

構成品
●本体
● LakeShore 社製 776 マトリックススイッチ
● Keithley 社製 2400 ソースメータ
● 4 端子 I-V ケーブル及びアダプタボックス
●スペアキット

オートローテーションオプション（74033）
このオプションを使用することで磁場に対して、自動的にサンプル
の方向を定めることが可能です。印加磁場の方向である x 軸に
対して、サンプルの方向を定めます。制御の分解能は 1°以下で、
-10°～ 730°でサンプルを回転させることが可能です。

ベクトルコイル（74032XY）
このオプションを使用することで、磁化ベクトルの成分や帯磁率テ
ンソルなど磁性体の異方性を測定することが可能です。74033 型
オートローテーションオプションと組み合わせることで、トルク磁力
計と全く同じ情報を得ることが可能です。

磁気抵抗測定オプション本体
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クライオスタット（74018）
7400 シリーズ VSM 用のクライオスタットは、サンプルを速いスピードで冷却するよ
う設計されています。冷媒は、液体窒素か液体ヘリウムのどちらにも対応しています。
液体ヘリウムを使用した場合は 5.5K ～ 450K、液体窒素を使用した場合は 85K ～
450K で温度コントロールが可能です。また温度コントロールをしない場合は、4.2K

（液体へリウム）もしくは 77.6K（液体窒素）で測定が可能です。
本体のヘッドやサンプル部と機械的に分離しており、ノイズフロアを最小限に抑え
ています。電磁石の間に設置され、装着・脱着を素早く行うことが可能です。

構成品
●本体
●液体窒素 / 液体ヘリウムトランスファーライン
●トランスファーキット
●サンプルロッド及びサンプルホルダ
　7404/7407 ：740929 サンプルテイル・ホルダキット
　7410 ：740943 サンプルテイル・ホルダキット

※以下の装置が必要になります。
● 741VTA 可変温度 オプション／キット
●真空ポンプ（0.67Pa [5 ×10-3 torr] 未満に到達可能で排気スピードが 1m3/h）
●ターボ分子ポンプ（1.33 ×10-3 Pa [5 ×10-3 torr] 未満に到達可能なもの）
●液体窒素もしくは液体ヘリウムデュワー
　（トランスファーチューブ挿入口：12.7mm（0.5in）、25 〜 60L）
● 1 〜 5psi のレギュレータが付属したガスシリンダー

シングルステージ温度可変オプション（74035）
シングルステージ温度可変オプションは、液体窒素、窒素ガス、アルゴンガスを使
用し、100K ～ 950K で温度コントロールが可能です。温度コントロールをしない場
合は、78K で測定が可能です。このオプションだけでサンプルを取り外したり付け
直すことなく、低温から高温まで測定することができるため、全ての温度領域で正
確な測定を行うことが可能です。950K から室温まで 40 分、室温から 100K まで
15 分と、非常に速い冷却性能を持っています。また、本体のヘッドやサンプル部
と機械的に分離しており、ノイズフロアを最小限に抑えています。低温時には氷結
を防いだり、高温時には他の装置に影響を及ぼさないよう工夫されており、温度コ
ントロールの性能を最大限に引き出すよう設計されています。

構成品
●本体
● 25 リットル液体窒素用デュワー（冷却器スタンド付）
●ガスハンドリングボックス
●液体窒素トランスファーライン（冷却器付）
●ケーブル一式
●サンプルロッド及びサンプルホルダ
　7404/7407 ：740928 サンプルテイル・ホルダキット
　7410 ：740941 サンプルテイル・ホルダキット

※以下の装置が必要になります。
● 741VTA 可変温度 オプション／キット
● 344kPa（50psi）のガスレギュレータが 付属したアルゴンのガスシリンダー及び

3mm のホースバルブ（または 1/4NPT メス）
● 344kPa（50psi）のガスレギュレータが付属した窒素のガスシリンダー及び 3mm の

ホースバルブ（または 1/4 NPT メス）
●液体窒素
●エアー用のコンプレッサ（276kPa[40psi]）
●真空ポンプ（0.67Pa[5 ×10-3 torr] 未満に到達可能なもの）
● 0.1Pa 〜 100Pa を測定可能な真空ゲージ

アクセサリ・温度オプション

シングルステージ温度可変オプション本体

クライオスタット本体



7

74018 クライオスタット

液体ヘリウム
温度範囲 4.2K（ベース）、5.5K ～ 450K（コントロール）

温度安定性 ± 0.1K

液体窒素
温度範囲 77.6K（ベース）、85K ～ 450K（コントロール）

温度安定性 ± 0.2K

温度分解能 0.001K

冷却時間 5 分（イニシャル冷却は 15 分）

液体ヘリウム使用率 <1L/h （7K 以上での制御時）

液体窒素使用率 <1L/h （7K 以上での制御時）

断熱 真空断熱

サンプル部の
寸法

内径 7.1mm （0.28in）

外径 22.4mm （0.88in）

74034 高温オーブン

温度範囲 303K ～ 1273K

温度安定性 ± 0.1K

温度分解能 0.001K

ランプレート（公称値） 353K/ 分（80W で加熱時）

絶縁断熱 真空

サンプル部の
寸法

内径 7.1mm （0.28in）

外径 25mm （1.0in）

7400 シリーズ VSM　温度オプション　仕様

高温オーブン（74034）
高温領域で磁性体の挙動を測定する際には、高温オーブンを使用します。電気的に熱せられ
るアウターチューブがあり、100℃～ 1000℃（373K ～ 1273K）でサンプル部を温度コントロー
ルすることが可能です。 30℃～ 1000℃（303K ～ 1273K）でも温度コントロールが可能ですが、
100℃以下では、測定時間が長くなります。
内部にあるサンプル部のチャンバーは、熱抵抗が大きく非磁性体の物質で構成されております。
サンプルホルダ部は、窒化ホウ素のサンプルカップに装着するクウォーツのサンプルチューブで
構成されています。
このオプションは、多層の熱シールドと真空チャンバーで構成され、効率的な熱絶縁を施されて
おり、約 70W という熱量でサンプル部を 1000℃まで熱することが可能です。このことにより、
磁気妨害を最小限に抑え、かつ温度の均一性を上げることが可能となりました。このオプショ
ンは特に、フェロ磁性体やフェリ磁性体のキュリー点を測定するのに適しています。7400 シリー
ズの高い測定感度によって、低い磁場強度でキュリー点を測定することができ、より正確にキュ
リー点を求めることが可能です。

構成品
●本体
●ガスハンドリングボックス
●ケーブル一式
●サンプルロッド及びサンプルホルダ
　7404/7407 ：740928 サンプルテイル・ホルダキット
　7410 ：740941 サンプルテイル・ホルダキット

※以下の装置が必要になります。
● 741VTA 可変温度 オプション／キット
●真空ポンプ（0.67Pa [5 ×10-3 torr] 未満に到達可能なもの）
● 5 〜 10psi のレギュレータと 3mm（1/8in）のホースバルブが付属したアルゴンのガスシリンダ

高温オーブン本体

74035 シングルステージ温度可変オプション

温度範囲 78K（ベース）、100K ～ 950K（コントロール）

温度安定性 ± 0.1K

温度分解能 0.001K

冷媒とガス T<350K：液体窒素と窒素ガス
T>350K：アルゴンガス

冷却時間 室温から100K：15 分以内
950K から室温：40 分以内

ランプレート（公称値） 5K/ 分

冷却方式 冷媒の連続フロー方式（液体窒素）

液体窒素使用率 <0.75L/h （100K ～ 350K）

窒素ガス使用率 3.2L/ 分（（100K ～ 350K））

アルゴンガス使用率 3.6L/ 分

断熱 真空断熱

サンプル部の
寸法

内径 7.1mm （0.28in）

外径 17.8mm （0.７in）
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サンプルアセンブリ

7404・7407 用
サンプルキット

サンプルテイル & ホルダ統合型 サンプルテイル サンプルホルダ

740930 740931 740933 740934 740932 740935 730931 730933 730934 730935 730937 730938 730939

クウォーツ製
薄膜ボトム
マウント

クウォーツ製
薄膜サイド
マウント

ファイバ
グラス製
薄膜サイド
マウント

ファイバ
グラス製
薄膜サイド
マウント

クウォーツ、
BN

ファイバ
グラス

フッ素樹脂
製バルク /
紛体用カッ
プ （上下）

フッ素
樹脂製
薄膜サイド
マウント

フッ素
樹脂製
薄膜ボトム
マウント

フッ素樹脂
製液体用
カップ

（上下）

BN製カップ
（消耗品）

BN 製
薄膜サイド
マウント

BN 製
薄膜ボトム
マウントセットモデル

 室温 740927 1 1 1 3 3 3 1

 74034 型
 高温オーブン 740928 1 1 1 1 1 1

 74018 型
クライオスタット 740929 1 1

 74035 型
シングルステージ
 温度可変オプション

740928 1 1 1 1 1 1

7410 用
サンプルキット

サンプルテイル & ホルダ統合型 サンプルテイル サンプルホルダ

740937 740938 740944 740945 740939 740942 730931 730933 730934 730935 730937 730938 730939

3.5mm
エアギャップ
クウォーツ製
薄膜ボトム
マウント

3.5mm
エアギャップ
クウォーツ製
薄膜サイド
マウント

ファイバ
グラス製
薄膜サイド
マウント

ファイバ
グラス製
薄膜サイド
マウント

クウォーツ、
BN

ファイバ
グラス

フッ素樹脂
製バルク /
紛体用カッ
プ （上下）

フッ素
樹脂製
薄膜サイド
マウント

フッ素
樹脂製
薄膜ボトム
マウント

フッ素樹脂
製液体用
カップ

（上下）

BN製カップ
（消耗品）

BN 製
薄膜サイド
マウント

BN 製
薄膜ボトム
マウントセットモデル

 室温 740940 1 1 1 3 3 3 1

 74034 型
 高温オーブン 740941 1 1 1 1 1 1

 74018 型
クライオスタット 740942 1 1

 74035 型
シングルステージ
 温度可変オプション

740941 1 1 1 1 1 1

730931　
フッ素樹脂製バルク / 紛体用カップ（上下）

730933　
フッ素樹脂製薄膜サイドマウント

730934　
フッ素樹脂製薄膜ボトムマウント

730935　
フッ素樹脂製液体用カップ（上下）

730937　
BN 製カップ（消耗品）

730938　
BN 製薄膜サイドマウント

730939　
BN 製薄膜ボトムマウント

室温 74034 型
高温オーブン

74018 型
クライオスタット

74035 型 
シングルステージ

温度可変オプション

クウォーツ ● ● ● ●

ファイバグラス ●

フッ素樹脂 ● ● ●（室温以下）

窒化ホウ素 ● ●

■推奨使用温度

740931 薄膜サイドマウント ( サンプルテイル & ホルダ統合型 )
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7400 シリーズ　その他仕様

電源及び冷却水
7404 7407 7410

電磁石用電源 643 型 648 型

　最大出力 ± 35 V / ± 70 A （2450 W） ± 75 V / ± 135 A （9.1 kW 公称値）

　AC 電源入力 204/8 VAC ± 10%, 13 A/phase 200 VAC ± 10%, 41 A/phase

　冷却水 15℃～ 30℃（別途、チラーも使用可能） 15℃～ 30℃（別途、チラーも使用可能）

　流量 5.7L/ 分以上 7.6L/ 分以上

　圧力 10kPa（5.7L/ 分時）以上 159kPa（7.6L/ 分時）以上

電磁石用電源 EM4-HVA 型 EM7-HV 型 EM10-HV 型

　ポールの直径 100 mm （4 in） 180 mm （7 in） 250 mm （10 in）

　ポールキャップの直径 50 mm （2 in） 51 mm （2 in） 52 mm （2 in） 

　磁場の均一性  ± 0.1%@1cm3 ± 0.1%（中心の直径 5cm において） ± 0.1%（中心の直径 5cm において）

　冷却水 15℃～ 25℃ 15℃～ 32℃ 15℃～ 25℃

　流量 7.6L/ 分 11.4L/ 分 15L/ 分

　圧力 200 kPa 220 kPa 200 kPa

チラーの要求能力 2.5kW （8,530BTU）/h 5kW （17,060BTU）/h 8.8kW （30,035BTU）/h

出荷時のサイズと重量
7404 7407 7410

コンソール・ヘッド・コンピュータ 122 cm × 84 cm × 165 cm
392 kg

122 cm × 84 cm × 165 cm
318 kg

122 cm × 84 cm × 165 cm
318 kg

電磁石

109 cm × 94 cm × 135 cm
471 kg

122 cm × 97 cm × 128 cm
860 kg

107 cm × 107 cm × 114 cm
1647 kg

電磁石ベース 112 cm × 112 cm × 41 cm
165 kg

フレーム 122 cm × 109 cm × 147 cm
341 kg

電源 コンソールと一緒に梱包 109 cm × 79 cm × 117 cm
331 kg

109 cm × 79 cm × 117 cm
420 kg

据え付け時のサイズと重量
7404 7407 7410

コンソール・ヘッド・コンピュータ 79 cm × 77 cm × 160 cm
131 kg

79 cm × 77 cm × 160 cm
57 kg

79 cm × 77 cm × 160 cm
57 kg

電磁石・電磁石ベース・フレーム 84 cm × 82 cm × 140 cm
307 kg

120 cm × 82 cm × 140 cm
739 kg

120 cm × 82 cm × 140 cm
1392 kg

電源 コンソールに付属 61 cm × 92 cm × 137 cm
250 kg

61 cm × 92 cm × 137 cm
273 kg


