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4,400台以上の販売実績。Gateway to Innovation.
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低真空下での二次電子像
（表面形状）観察を実現。

画像観察まで３分。
目的のデータをすばやく取得。

加速電圧20 kV、 Multi Zigzag※対応により
広がる観察・分析アプリケーション。

絶縁物試料でも前処理なしでそのまま観察。 表面形状と組成情報を同時に表示。

▶ P9▶ P3

▶ P5 ▶ P11

▶ P12組成観察や立体的な観察が可能。 ▶ P7
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合成像

（反射電子像+二次電子像）

追加機能
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30 µm

20 µm

5.0 µm

TM4000の想いのその先に
Miniscope® は
累計出荷台数4,400台を突破しました。
『使い勝手が良く、簡単に像が出せる電子顕微鏡があったら』

そんなお客様のニーズから生まれた装置がMiniscope®です。

『コーティング処理をせず、直ぐに装置を起動し、

手早くデータが取りたい』その実現のためMiniscope®は

常に最新技術を余すことなく取り入れてきました。

EDS※2機能の追加（2008年～）
影付、凸凹像の追加（2008年～）

卓上SEM※1 Miniscope®誕生!

TM-1000
2005年4月発売

2005

008年～）
2008年 ）2008年～）

cope®誕生!

最大設定倍率30,000倍
表面モードの追加
EDS性能の強化

第4回キッズデザイン
最優秀賞受賞

TM3000
2009年12月発売

2009

倍率30,000倍
ドの追加
の強化のの強化のの強化の

回キッズデザイン
秀賞受賞

0
売

像質の向上
表面モードの高分解能化

TM3030
2013年5月発売

2013

像質の向上

TM303030T
2013年5月発売

卓上顕微鏡初の
低真空二次電子検出器（UVD※3）の搭載
最大設定倍率60,000倍

TM3030Plus
2014年8月発売

2014

TM303
2014年8月発

30Pluss
発売

カメラナビによる高スループット化
UVD-CL※4 ※5像観察対応
最大設定倍率100,000倍
レポート機能対応

TM4000/
TM4000Plus

2017年7月発売

2017

New!New!New!

※１：SEM（Scanning Electron Microscope）：走査電子顕微鏡
※2：EDS（Energy Dispersive X-ray Spectrometer）：
　　 エネルギー分散型X線分析装置
※3：UVD：高感度低真空二次電子検出器
※4：CL（Cathode Luminescence）：
　　 電子線エネルギーにより励起された光
※5：UVD-CL：UVDで取得したCL情報を含んだ画像

画面表示にはオプションが含まれます。　※オプション

反反反反射射射射電電電電子子子子検検検検出出出出出器器器器
高感度4分割
反射電子検出器



試料：時計のムーブメント

多彩なデータをオートで取得。切替も迅速！

元素分析

迅速な元素マップ※2の取得が可能

試料：時計のムーブメント

試料：時計のムーブメント

試料：時計のムーブメント

スムーズな
視野探し

画像観察まで３分。目的のデータを素早く取得 し、レポート作成が可能。

観察スタート試料をセット1 導電処理不要でMiniscope®へ

従来：導電処理必要（絶縁物試料）

3分で画像観察

カメラナビ画像で迷わず視野探し、MAP機能で観察をサポート

観察・分析のフレキシビリティ Camera Navi※を使えば、こんなに簡単

Report Creatorで手軽にレポート作成

※オプション：カメラナビゲーションシステム

2 オートスタートが実行されます。 3 観察しやすい倍率（100倍）で画像を表示。1 スタートボタンをクリック。

手間をかけずに
レポート作成 画像とテンプレートを選択するだけでMicrosoft®  Word、Excel、

PowerPoint形式のレポートが完成

迅速な
像切替

2
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反射電子像 （組成情報） 二次電子像 （表面形状）※1 合成像 （反射電子像＋二次電子像）※1

AuMIX Al Ni

▶動画はこちら

※1 TM4000PlusⅡの機能です
※2 オプション 画面表示にはオプションが含まれます。

https://bcove.
video/2Hde484



低真空だから帯電しやすい試料や水分を含んだ試料も前処理なしで手軽に観察

コーティングせず観察

絶縁物試料でも前処理なしでそのまま観察可 能です。
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前処理なしで
観察可能

帯電現象を抑える「帯電軽減モード」

SEMでは絶縁物試料を観察する場合、電子が試料表面に蓄積されて帯電するため、正常な観察ができなくなります。
その場合、金属コーティングなどを施して観察しますが、手間と時間がかかるだけでなく、
試料表面が金属に覆われてしまうため、観察後にEDS分析など他の評価がしにくくなります。
Miniscope®では、絶縁物試料も金属コーティングせずに、そのまま観察できる低真空観察法を初代から一貫して採用しています。

低真空観察法 
試料室内を低真空にし、ガス分子の数を増やすと、電子ビームが試料室内のガス分子と衝突しやすくなります。
この衝突の際、ガス分子  　がイオン化され、＋イオン 　と電子　 が生成されます。
このイオン　 が試料表面に蓄積した電子　 と結合して中和し、帯電を軽減することができます。
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絶縁物試料

残留ガス分子

電子

残留ガス分子由来の＋イオン

試料表面の電子

e
G

+
-

反射電子検出器

ee
GG

++

----- ----

試料：樹脂破面 試料:ボールペンの先端加速電圧:10 kV
観察信号:反射電子（影付）
倍率:150倍

加速電圧:5 kV 
観察信号:二次電子
倍率:60倍

試料：再生紙加速電圧:15 kV    
観察信号:反射電子
倍率:1,000倍

加速電圧:15 kV
観察信号:反射電子
倍率:1,000倍

試料：植物の葉試料：特殊インク加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：2,500倍

加速電圧 : 10 kV
観察信号 : 二次電子
倍率 : 100倍

帯電軽減

帯電軽減モード

帯電しやすい試料は「帯電軽減モード」を用いることで、帯電を抑えて観察できます。
「帯電軽減モード」への切り替えは、ソフトウエア上からマウスクリックで行えます。

低真空で多彩な観察が可能  

帯電しやすい粉末や含水試料などの試料も目的にあわせて観察できます。

帯電による像の乱れあり 帯電による像の乱れなし
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▶ P7 ▶ P9反射電子像

絶縁物の観察例 含水・含油物の観察例

二次電子像

表面・組成
観察



試料:金属配線加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：500倍

試料：銅結晶加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：3,000倍

組成コントラストや微細構造の観察が可能

組成観察や立体的な観察が可能です。
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4分割反射電子検出器による立体的な凹凸・影付画像

試料：はんだ

加速電圧：5 kV
倍率：5,000倍
試料：AlTiC基板

凹凸・影付
観察

３次元モデルの構築と各種計測が可能※

試料を傾斜することなく4方向から画像を自動取得し3次元モデルを構築できます。
高さ寸法計測、表面積や断面プロファイルによる簡易表面粗さ計測が可能です。
また、3次元モデルの回転、ズーム等の様子を動画で記録もできます。

反射電子像
3次元モデル

3次元モデル+EDSマップ

３次元モデル
表示・計測

組成/微細構造

TM4000シリーズは、高感度4分割反射電子検出器を標準搭載。異なる組成の分布情報や凹凸情報の観察に有効です。

加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：3,000倍

試料：パウダーファンデーション加速電圧：15 kV
観察信号：反射電子
倍率：3,000倍

表面情報を反映した組成観察が可能5 kV BSE※

一般的に低加速電圧では、信号量が減少するため画像が暗くなってしまいます。
TM4000シリーズでは、高感度検出器により加速電圧5 kVで表面情報を反映した明るい画像を提供します。

試料：ナガイモの断面加速電圧：15 kV
観察信号：反射電子
倍率：400倍

試料：Auボンディングワイヤー
イオンミリング使用

加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：1,500倍

高感度反射電子検出器での観察例観察例

低加速と高加速電圧の反射電子像比較

■食品（含水物）の観察例 ■電子部品（結晶コントラスト）の観察例

影付2影付1凹凸標 準

D B

C

A

D B

C

A

D B

C

A

D B

C

A

4方向からの異なった画像情報を演算処理することにより、
組成情報を強調した標準像や凹凸のみを強調した凹凸像、立体的な影付像が得られます。

反反反反射射射射電電電電子子子子検検検検出出出出出器器器器
高感度4分割
反射電子検出器

※オプション

※BSE：反射電子



クリアな微細構造観察が可能観察例

低真空下での二次電子像（表面形状）観察を実 現します。
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高高高高感感感感度度度度度低低低低真真真真空空空空空空空
二二二二次次次次電電電電子子子子検検検検出出出出器器器器
高感度低真空
二次電子検出器

高感度低真空二次電子検出器

高感度低真空二次電子検出器の検出原理

高感度低真空二次電子検出器（UVD）を採用。電子線と残留ガス分子との衝突によって発生した光を検出することにより、
二次電子情報を持った画像を観察することができます。また、本検出器をコントロールすることにより、
電子線照射により発生した光を検出することでCL情報（UVD-CL※）を取得することが可能です。

前処理不要で絶縁物や水分・油分を含む試料の表面観察を実現
低真空下で
二次電子観察

これまでの導電性試料の観察だけでなく、絶縁物や含水・含油試料まで前処理なしでそのまま観察できます。
二次電子像⇔反射電子像の切替も素早く行えます。  

反射電子像（組成情報）二次電子像（表面形状）

試料：印字した紙加速電圧：5 kV
観察信号：反射電子
倍率：800倍

加速電圧：5 kV
観察信号：二次電子
倍率：800倍

試料：珪藻加速電圧:10 kV　観察信号:二次電子
倍率:10,000倍

試料：金属破面加速電圧：15 kV　観察信号：二次電子
倍率：3,000倍

試料：粉薬加速電圧：5 kV　観察信号：二次電子
倍率：150倍

試料：機能性フィルム加速電圧：5 kV　観察信号：二次電子
倍率：1,000倍

UVD-CL※像観察応用例

TM4000PlusⅡでは、低真空二次電子検出器の技術を応用することでUVD-CL像観察が可能になりました。
専用のCL検出器を用いずに、反射電子像の観察を行いながらUVD-CL像を得ることができます。

試料：ダイヤモンドリング加速電圧 : 10 kV　観察信号:UVD-CL
倍率 : 60倍

加速電圧 : 10 kV　観察信号:反射電子
倍率 : 60倍
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高感度低真空
二次電子検出器

※UVD-CL：UVDで取得したCL情報を含んだ画像※UVD-CL：UVDで取得したCL情報を含んだ画像



反射電子像
合成像

Zigzag範囲指定モード

加速電圧20 kV加速電圧15 kV

二次電子像

反射電子情報と二次電子情報を合成して観察 加速電圧20 kV対応
合成像

TM4000Plus IIは、反射電子像・二次電子像のほか、反射電子像＋二次電子像による合成像の取得ができます。
試料の表面形状と組成情報を合成して表示することで、双方の特長を活かした観察が行えます。
反射電子像・二次電子像・合成像の切替は素早く行えます。

TM4000Ⅱ/ TM4000Plus IIは加速電圧20 kV対応になりました。
EDS分析※において、より高計数の分析が可能となりました。

Multi Zigzag※

SEM観察を広い領域で行いたいという要望にお応えしました。
モータードライブステージとの併用で、SEMで撮影が困難な低倍高精細広領域観察が行えます。

観察している視野を起点として、
枚数指定を行い、
連続視野取込を行います。

Zigzag画像指定モード

カメラナビ画像または指定SEM像から、複数個所を指定し、連続視野取り込みを行います。

反射電子は検出器が上方に配しているため、穴の奥の情報を得ることができます。
一方、二次電子はコントラストが凹凸に反映されるため破断面の形状が明瞭に観察でき、
合成像では一度に反射電子、二次電子双方の特長を得ることができます。

表面形状と組成情報を
同時に表示。

加速電圧20 kV対応により、広がる観察・分析アプリケーション
Multi Zigzag※対応で広域撮影も可能。
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合成像の観察例観察例

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM sssuuuuuuuuPPPPP000004000 uuuuuulllllllllllPPPPPPPPPPP44444444444 000000000000000000000000000000000 s00000000000 0000000000000000000000 uuuuuu0000000000000000000000000004 ssssss4444444404040404444444 sssPPPPPPPPPP44444444444 PPPPPP0000000000000000000000TM4000Plus合成像
（反射電子像+二次電子像）

加速電圧：5kV
倍率：2,000倍
試料：紙ヤスリ 分析時間：2分　試料：電子部品　 観察倍率：5,000倍　試料：パウダースプレー

加速電圧：15 kV　
観察信号：二次電子
倍率：30倍/視野　横10枚×縦12枚 （一部トリミング）
試料：古銭

倍率：30倍/視野
横3枚×縦7枚 
（一部トリミング）

倍率：30倍/視野　横4枚×縦2枚 
（一部トリミング）
試料：電子部品

倍率：30倍/視野　横4枚×縦2枚 
（一部トリミング）

加速電圧：10 kV
倍率：1,500倍
試料：金属破面

※組成情報
構成元素の違いがコントラ
スト差で表示されます。
高輝度の部分は低輝度の
部分に比べ、平均原子番号
が大きい元素で構成され
ています。

加

組成情報
(反射電子)

組成情報＋表面形状
(反射電子＋二次電子)

表面形状
(二次電子)

追追追追追加加加加加加加機機機機機能能能能能能能追加機能
New!New!New!

※オプション

加速電圧20 kVによるEDSマッピングの高S/N化

〈カメラナビ像〉

〈つなぎ合わせ〉

加速電圧20 kVによる銀ナノ粒子のEDS分析

Sn

Ti

Sn

Ti
Si

Al

Ag

1 μm



Quantax75
高エネルギー分解能検出器と一歩先を行く
解析ソフトウェアの両立

Element

AZtecシリーズ

リアルタイム分析から、広領域分析まで選べる EDS。
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Live スペクトル

マッピング例

観察している領域のX線スペクトルと自動定性された元素情報を常に画面に表示します。
二次電子像、反射電子像だけでなく着目箇所の元素情報をリアルタイムで表示することができます。

TM4000シリーズとの組み合わせ例

TM4000シリーズとの組み合わせ例

Live EDS機能

TruMap機能は通常のマップでは重なってしまう結果を、
リアルタイムでピーク分離とバックグラウンド処理を
行い正しい結果を表示します。

高精度/高信頼性の
TruMap

AZtecEnergyはモータステージとの併用により分析の自動化が可能です。
広領域マッピングパッケージ、粒子解析パッケージをご用意しております。

拡張システム

Mg K （1.26 KeV） As L （1.30 KeV） Mg K （1.26 KeV） As L （1.30 KeV）

通常MAP TruMap

試料：硫化鉱

試料：電子部品 
樹脂包埋断面

48視野 (17.6 mm)

7視野
(2.2 mm)

倍率：400倍/視野

加速電圧：20 kV　
試料：ステンレス鋼

指定した複数領域を自動で
データ収集し、合成した
1つのマッピング情報を
生成します。

高エネルギー分解能な検出器により、
軽元素領域の窒化ホウ素も
高精度な分析が可能です。

AZtecLiveOne

AZtecEnergy
Miniscope Edition

広領域マップ測定例

高エネルギー分解能検出器

据置型SEM用EDSの性能を 卓上顕微鏡へ

Si3N4ウィンドウで低エネルギーX線の透過率を最適化。
特に軽元素が高感度に分析可能です。

Si3N4ウィンドウ

従来のポリマーウィンドウ検出器と比べて、
Si3N4ウィンドウ検出器はX線計数率が
アップしているため、マッピング速度、
検出限界が向上しています。

高いX線計数率

ピークフィッティング

リアルタイムピーク分離マップ
（オンラインデコンボリューションマップ）

通常のマップでは重なってしまう元素を、
リアルタイムでピーク分離し、正しい結果を表示します。

製造元：Bruker nano GmbH 製造元：Oxford Instruments NanoAnalysis

高いX線透過率

従来の検出器 Element

低エネルギーX線検出が可能 窒素感度が倍増

■Si  
■■W

Si

W

Si

W

自動でバックグラウンド減算、ピークフィッティン
グ（自動・任意）が可能で、信頼性の高い元素同
定が可能です。自測定条件・実試料における電
子線侵入深さと広がり・密度を見積もることが
可能な為、実際の測定領域をシミュレーションす
ることが可能です。

製造元：EDAX Inc.

Si L （0.148 KeV）の検出例

Si3N4ウインドウ
ポリマーウインドウ

AZtecLiveOne：標準搭載
AZtecOne: オプション

TM4000シリーズとの組み合わせ例

・ Live EDSは観察位置の元素情報をリアルタイムに表示
・ 高精度パイルアップ補正機能によるハイスループット分析が可能
・ TruMap機能でピークが重なる元素を分離して正しく表示



画像計測ソフトウェアImage Pro®をサポート

加速電圧:10 kV
観察信号:合成
倍率:200倍
試料：花びら

TM4000 シリーズは、画像処理ソフトウェアImage Pro®にSEM画像を転送する機能を搭載しています。
SEM画面から画像計測ソフトウエアに迅速にデータを移行できます。

クールステージ

試料ステージを-25℃まで冷却可能なクールステージにより、数十分～数時間含水試料の水分の蒸発を抑え、
試料の形状を崩すことなく観察、分析が行えます。特に水分の多い食品・生物組織、熱ダメージに弱い試料の観察に効果的です。

試料：フタトゲチマダニ　
試料ご提供：法政大学 自然科学センター　
教授 島野 智之様 
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温
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6           　　　 10　　　          102　　　　　　　　　103　　　　　　　　　104
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水（氷）の蒸発圧曲線

結露

凍結
蒸発

チルト：0°

チルト：45°＋ローテーション

チルト：45°＋ローテーション

目的・用途に合わせて選べる2つのステージ。
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オオオオププププシシシシシシショョンンンンンンオプション
多角的な観察を実現するソフトウエア
簡単なユーザーメンテナンス

オオオオオオオオププププププププププシシシシシシシショョョョンンンンンオプション

アアアアアフフフフフタタタタタタタタターーササササササササポポポポポートトトアフターサポート

粒度分布解析例
SEM操作画面（サムネイル）から転送

転送ボタン

低温観察

0

10

20

チルト＆ローテーションステージ

チャンバースコープにより、試料室内の様子を確認しながら、
試料ステージをチルト（-5°～+45°）およびローテーション（360°）することができます。

電子顕微鏡は電子線経路の汚れおよび異物混入が
トラブルの原因となります。
万が一の場合でも、メンテナンスキットにより、
お客様で電子線経路のクリーニングが可能です。

傾斜観察
オイルフリーポンプとフィラメントの中心合わせが不要なカートリッジフィラメントを採用

ユーザーで作業可能な
メンテナンスキット※

実機操作中心の少人数ユーザースクールや、座学中心の
無料の基礎セミナーなど安心してお使いいただくための
アフターサービスを用意しています。

ユーザースクール、SEMセミナーで
納入後もサポート

手軽なメンテナンス

オイル交換不要な
ダイアフラムポンプ採用

プリセンタードカートリッジ
フィラメント採用

ラクラク
メンテナンス

製造元：Deben UK Ltd. 製造元：Media Cybernetics

製造元：Deben UK Ltd.

加速電圧:15 kV
観察信号:合成
倍率:150倍

冷却観察 常温観察

2値化自動測定

画像の繋ぎ合わせ

粒子測定

繊維測定

※オプション
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試料：電子基板加速電圧：15 kV　観察信号：二次電子
倍率：30倍

試料：CD加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：5,000倍

電子部品

試料：金属フィルタ上の油加速電圧：15 kV　観察信号：反射電子
倍率：100倍

試料：シリコン破断面加速電圧：5 kV　観察信号：合成
倍率：2,500倍

試料：ニッケルめっき
イオンミリング使用

加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：1,500倍

金属・無機材料

試料：発泡樹脂加速電圧：10 kV　観察信号：合成
倍率：200倍

試料：機能性フィルム加速電圧：10 kV　観察信号：二次電子
倍率：1,000倍

加工製品

試料：リチウムイオン電池（正極）
イオンミリング使用

加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：2,000倍、5,000倍

試料：太陽電池加速電圧：5 kV　観察信号：二次電子
倍率：2,500倍

環境・エネルギー材料

アアアプププリリリケケケーシシショョョンンン ギギギャャララリーアプリケーション ギャラリー TM4000 シリーズで広がる低真空観察の世界

試料：AlTiC基板加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：5,000倍

試料：はんだ加速電圧：15 kV　観察信号：反射電子
倍率：20,000倍

試料：錫粒子加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：10,000倍

試料：銅結晶（硫化銅）加速電圧：5 kV　観察信号：二次電子
倍率：3,000倍

試料：パウダースプレー
中の銀触媒

加速電圧：15 kV　観察信号：反射電子
倍率：10,000倍

試料：バスソルト加速電圧：10 kV　
観察信号：左 EDSマップ※、右 反射電子　倍率：1,000倍

試料：セメント加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：5,000倍

二次電子・合成はTM4000PlusⅡの機能です。　※オプション



イオン液体未処理

生物・食品・薬品鉱物

加工製品
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試料：スギ花粉

試料：ジルコン

試料：紙上の蛍光増白剤

加速電圧：10 kV　観察信号：反射電子
倍率：3,000倍

試料：チョコレート
クールステージ使用

加速電圧：5 kV　観察信号：反射電子
倍率：500倍

試料：葉の気孔加速電圧：10 kV　観察信号：反射電子
倍率：1,000倍

試料：錠剤加速電圧：5 kV　観察信号：二次電子
倍率：200倍

加速電圧：5 kV
試料：つつじの花粉
観察信号：合成

アアアプププリリリケケケーシシショョョンンン ギギギャャララリーアプリケーション ギャラリー

HILEM® IL 1000 ラベルはイメージです。0 ：N ：O ：H ：S ：C

N+

CH3

C2H5

CH3

(CH2)2OH CH3SO3
-

イオン液体処理
5％ 30分浸漬 
（溶媒：水）

倍率：500倍

倍率：1,500倍倍率：1,000倍

加速電圧：15 kV　
倍率：2,500倍

加速電圧：15 kV　
倍率：2,500倍

加速電圧：10 kV
倍率：400倍

加速電圧：10 kV
倍率：400倍

ジルコン（ゾーニング）のUVD-CL※1観察例

二次電子・合成はTM4000PlusⅡの機能です。　※オプション

ジルコン断面の反射電子像とUVD-CL像です。反射電子像からは組成差は確認できませんが、UVD-CL像では発光強度が縞模様状に
異なる様子を確認できます。また、このジルコンにはインクルージョン（内包物）としてアパタイトが含まれています。ジルコンの成分の
ひとつであるZrとアパタイトの成分であるPはピークが重なるため、通常のEDS※2マッピングでは識別が難しい元素の組み合わせです
が、ピーク分離マップを使用することにより、ZrとPの分布が区別できています。

紙上の蛍光増白剤のUVD-CL※1観察例
紙の発色のため使用される蛍光増白剤の分散状態は、二次電子像、反射電子像では判別が困難な場合があります。
UVD-CL像観察により、微細な蛍光増白剤の分布を確認することができます。

反射電子像

EDS マップ像

UVD-CL像

反射電子像 UVD-CL像

Zr Si P Ca

※1 UVD-CL：UVDで取得したCL情報を含んだ画像   ※2 オプション

SEM観察画像の障害、試料形態の収縮や変形の防止に。チャージアップ軽減や
水分蒸発を緩やかにする日立電子顕微鏡用イオン液体 HILEM® IL1000。※

イオン液体



アアアプププリリリケケケーシシショョョンンン ギギギャャララリーアプリケーション ギャラリー

アスベスト繊維の計数・分析例

観察信号:反射電子
倍率:2,000倍
試料：トレモライト(アスベスト標準試料)

21 22

 Elementの主な仕様

AZtecシリーズの主な仕様

製造元：EDAX Inc.Quantax75の主な仕様 製造元：Bruker nano GmbH

製造元：Oxford Instruments NanoAnalysis

■検出器
項  目　　　　　　　　　　　   　　　　AZtecOne                            　　　　　　AZtecLiveOne　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZtecEnergy Miniscope Edition

検出素子タイプ
検出素子面積
エネルギー分解能
検出可能元素
サーマルリサイクル
冷却方式

シリコンドリフト検出器
30 mm2

158 eV(Cu Kα)(Mn Kα137 eV相当)
B5～U92
必要時にのみ冷却（可能）方式
2段ペルチェ（冷却ファンなし、液体窒素不要）不使用時には冷却不要

■ソフトウェア
項  目　　　　　　　　　　　   　　　　AZtecOne                            　　　　　　AZtecLiveOne　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZtecEnergy Miniscope Edition

AZtecLive機能
スペクトル表示
定性分析
定量分析
画像取込
元素マッピング

　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　ライブスペクトル（自動定性機能付き）
水平、垂直方向に拡大縮小表示、KLMマーカ、ピークプロファイル表示
オート/マニュアル　高精度パルスパイルアップ補正機能、TruQ
スタンダードレス法（XPP定量補正法）、100％ノーマライズ
2,048×1,536、1,024×768、512×384
1,024×768、512×384、256×192、128×96ピクセル
Layer Map :7個以上の元素マップをSEM像とともに重ね合わせ可能
取得済みマッピングデータからのスペクトル抽出

■大きさ・質量
項  目　　　　　　　　　　　   　　　　AZtecOne                            　　　　　　AZtecLiveOne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZtecEnergy Miniscope Edition

検出器 
アナライザ・ユニット

パソコンユニット 

145（幅）×150（奥行き）×200（高さ） mm、2.7 kg
RAU（リモートアナライザーユニット）: 290（幅）×260（奥行）×330（高さ）mm、10 kg

TM4000のPCを使用（１PC）

■設置条件
項  目　　　　　　　　　　　   　　　　AZtecOne                            　　　　　　AZtecLiveOne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AZtecEnergy Miniscope Edition

電源 単相AC100～240 V、50/60 Hz　400 VA、3Pコンセント 単相AC100～240 V、50/60 Hz　1,500 VA、3Pコンセント

ラインスキャン

Point & ID

任意のライン位置、方向の設定、各元素のライン表示色および線幅変更可能
重ね合わせおよびタイル表示、表形式表示　スペクトル抽出が可能

TruMap
ヘルプ 
データ管理 
レポート機能

オプション 

　　　　　　　　　オプション
操作ガイド機能
プロジェクトごとの管理
マップ、スペクトル等を画像データとして出力

　　　　　　　　　　 -

点、四角形、楕円、フリーハンドでの位置指定
測定中スペクトルへの比較データ重ね合わせ

TM4000シリーズはEDS※を併用することにより、アスベスト繊維の計数・分析を行うことが可能です。
新機能のMulti Zigzag※を使用することにより、フィルター上の繊維のスクリーニングを効率化できます。

Multi Zigzag※により、連続視野を自動で取得します。

Multi Zigzag範囲指定モード

サムネイルで繊維を確認

繊維長・アスペクト比の確認 SEM画像からスポット分析
EDSスペクトル※

目的の視野を選択→ステージ移動 目的繊維の詳細確認

※オプション

ステップ1 ▶   フィルター上の繊維のスクリーニング

ステップ2 ▶   繊維の確認～呼び出し

ステップ3 ▶   繊維径の確認～元素分析

…

20.20.9 μmμm20.9 μm

1.141.14 μmμm1.14 μm

29.29.6 μmμm29.6 μm

55555 nm555 nm

検出器素子タイプ
検出器素子面積
エネルギー分解能

検出可能元素
冷却方式
エネルギーチャンネル

■検出器

シリコンドリフト検出器
30 mm2

148 eV（Cu-Kα） 
（Mn-Kα129 eV相当以下）
B5～Cf98
2段ペルチェ（冷却ファン無し、液体窒素不要）
4,096 チャンネル （2.5 eV/ch 最小）

100（幅）×45（奥行）×120（高さ）mm、1.45 kg
225（幅）×230（奥行）×150（高さ）mm、3.65 kg

■ソフトウエア

定性分析
定量分析
分析モード

元素マッピング

レポート機能

オート/マニュアル
スタンダードレス法、100%ノーマライズ
オブジェクト(点、四角、楕円、多角形)
ラインスキャン
ハイパーマップ(マップ、ライン、スポット)
1,600×1,200（最大）
レインボーマップ
オンラインデコンボリューションマップ
印刷用テンプレートを用意
PDF、Microsoft® Word、Excel

■大きさ・質量

検出器
スキャニングコントロールユニット

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

単相AC100/240 V　50/60 Hz

■設置条件

電源
項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

ウィンドウタイプ
検出器素子タイプ
検出器素子面積
エネルギー分解能
検出可能元素
冷却方式

■検出器

Si3N4ウィンドウ
シリコンドリフト検出器
30 mm2

129 eV (Mn-Kα)
Be4～Am95
ペルチェ (冷却ファン無し、液体窒素不要)
不使用時には冷却不要

169（幅）×435（奥行）×356（高さ）mm、12 kg
100（幅）×45（奥行）×120（高さ）mm、0.5 kg
73（幅）×171（奥行）×121（高さ）mm、1.6 kg

■ソフトウエア APEX

定性分析  
定量分析  
分析モード

  
元素マッピング

 
レポート機能  

オート/マニュアル、HPD定性チェック
スタンダードレス法、グラフ表示・統計表示
スペクトル(点、四角、フリードロー、グリッド)
ライン (スペクトル保存方式、再解析可能)
マッピング (スペクトル保存方式、再解析可能)
1,024×800 (最大)
スペクトル保存方式 (スペクトル・ライン抽出、マップ再構築)
Compマップ (リアルタイムピーク分離)
ZAFマップ (定量マップ)
ドリフト補正
印刷用テンプレートを用意
PDF、Microsoft® Word、Excel、PowerPoint

■大きさ・質量

PCワークステーション
検出器
DPPボックス

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

単相AC100/240 V　50/60 Hz

■設置条件

電源
項  目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内  容

　　　　　　　　　　 　　　　　　 -

スタンダードレス法（XPP定量補正法）、詳細な定量設定可能
64～8,192
64～4,096ピクセル
Layer Map :7個以上の元素マップをSEM像とともに重ね合わせ可能
取得済みマッピングデータからのスペクトル抽出

マップ、スペクトル等を画像データとして出力
テンプレートによるレポート作成　Microsoft ® Word フォーマットへ出力
ドリフト補正、定量マップ、自動相分析、広領域マッピングパッケージ、粒子解析パッケージ

TruQによる高精度ピーク分離マッピング　重複X線を分離してマップ表示

AutolockOne ドリフト補正

Mics F+（外部スキャンユニット）：180（幅）×260（奥行）×330（高さ）mm、2.6 kg
X-stream2（EDSパルスプロセッサ）:180（幅）×260（奥行）×330（高さ）㎜、2.6 kg 
PCモニター一式付属（2PC）

EDS（オプション）の主な仕様




