
Living up to Life

コーティング装置

ライカEM ACE
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先進のコーティング体験……

最先端の科学者との共同開発によって生まれた、新世代の ACEコーターは、

試料作製のニーズを踏まえ、コーティングからフリーズフラクチャー（凍結割断）まで

あらゆる要望にお応えします。

新たなコーティングテクノロジーへの可能性の扉を開いてください。

弊社の理念は、「電子顕微鏡観察において、試料の高品質な画像が取得できるよう、

素早く、再現性良く、そして簡単にコーティング層を成膜する」ことです。

ライカEM ACE Coaters

特徴

>ワンタッチコーティング

>直感的な操作

>完全自動化

>小さな設置面積

>カスタマイズ可能な構成

>クライオのアップグレード
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ライカEM ACE ファミリー
─あらゆるニーズに対応するシリーズ展開─
コーティング・テクノロジー

電子顕微鏡法の分野では、試料のイメージングを可能 ま
たは向上させるために、試料のコーティングが必要になり
ます。分解能とアプリケーションによって用いられるコー
ティング技術は異なります。走査型電子顕微鏡（SEM）で
の表面形状観察では、試料の上に金属の導電層を作るこ
とで帯電を防止し、熱損傷を低減し、必要な二次電子信号

の発生効率を向上させます。透過型電子顕微鏡（TEM）で
用いられるカーボン支持膜やカーボンレプリカ、あるいは
X線マイクロアナリシスにおいては、カーボン・コーティン
グ技術が有効です。ライカ EM ACEコーターファミリーは、
これらあらゆるアプリケーションにとって、完璧なソリュー
ションを提供します。

ライカ EM ACEのワンタッチコーティングシステムには、2

つのバージョンがあります。汎用性の高い SEMおよび
TEMのための ライカ EM ACE200低真空コーターと、高分
解能な FE-SEMおよび TEMのための ライカ EM ACE300高
真空多機能コーターです。ACE600は、真空クライオトラン
スファーを含むクライオコーターに容易にアップグレード
可能です。ライカ EM ACEファミリーは、完全に自動化され、

誰でも簡単に操作できます。コンパクト設計は、小さな設
置面積と人間工学に基づいた使いやすさを両立していま
す。タッチパネルは、マルチユーザー環境をサポート、コー
ティングレシピの共有が可能です。柔軟性に富む ACEコー
ティングファミリーは、多様なニーズに合わせシステムの
カスタマイズもできます。

Bigger area Best resultsBetter layer

ライカ EM ACE600 および ライカ EM VCT100
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Simple adaptation Smoothest operationSmallest footprint

LESS . . .

> 予備検討時間
>煩雑なプロセス操作
>設置面積
> 1ドアで、シール面が 1つのみ
>メンテナンスの省力化
>投資コストの低減

. . . IS MORE

>プリセット条件の呼び出しにより、均一なコーティング、正確な膜形成、
　高い再現性
>直感的なタッチパネル操作と自動プロセス実行
>検査室スペース
>高い視認性、簡易な試料ローディング、高い真空シール性
>作業負担の軽減
>ハードウェアとソフトウェアのアップグレードによる多機能化

スパッタ プロセス
パージ圧 8×10－2 mbarで 20 nmの銅を
スパッタリング。

ライカ EM VCT100を接続した ライカ EM ACE600の
タッチパネル操作

カーボンスレッド蒸着
（スタートを待っている状態）。
「スタート」を押すと、カーボンスレッドが
ガス出しされ、1nm厚のカーボンが
蒸着されます。プロセス終了後は、
テーブルは設定されたゼロポジションに戻り、
チャンバー内は真空に維持されます。
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高い再現性のスパッターとカーボンスレッドのコーター

ライカEM ACE200

ライカ EM ACE200は、電子顕微鏡で必要となる導電性金属
またはカーボンの均一なコーティングを成膜するための高品
質なデスクトップ型コーターです。

ライカ EM ACE200は、スパッタコーターとして、またはカー
ボンスレッド蒸着用コーターとして構成できます。さらに、ラ
イカ EM ACE200は 1台の装置に互換性のあるヘッドを追加し、
両方の機能を兼ね備えることも可能です。追加オプションと
しては次のものがあります。

>水晶膜厚測定ユニット─再現性の高い成膜
>プラネタリー回転 ─凹凸のはげしい試料を均一にコーティ
ングするため
>グロー放電 ─ TEMグリッドを親水化するため
>交換可能なシールド─容易なクリーニング

ライカ デザイン：Werner Hölbl

小さなコーター─大きな機能……

新時代のカーボン蒸着
膜厚のモニタリング（水晶膜厚測定ユニット）と組み合わせ、独自のソフトウェ
ア制御によるパルス式の蒸着により、最大膜厚 40 nmのカーボン膜が正確に蒸

着されます。これにより、滑らかなカーボン膜が再現性良く成膜できます。
ドア、シャッター、内部のシールド、蒸発源およびステージは全て着脱式により、
クリーニングが容易です。
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高真空多機能コーター

ライカEM ACE600

ライカ EM ACE600は、多様なニーズに応える優れた高真空
コーティングシステムです。FE-SEMおよび TEMアプリケーシ
ョンにおける高分解能解析用に、非常に薄く粒状性の良い導
電性の金属およびカーボンのコーティング膜を成膜できます。

ACE600の基本構成には、オイルフリーの高真空排気システ
ム内蔵、水晶膜厚測定ユニット、および回転電動ステージが
含まれています。

ライカ EM ACE600は以下のオプションを組み合わせることが
可能です。
>スパッタリング
> 3軸電動ステージ（回転、チルト、高さ）
>カーボンスレッド蒸着
>カーボンロッド蒸着（金属の加熱溶融蒸着含む）
>電子ビーム蒸着
>グロー放電
>クライオコーティング、フリーズフラクチャー、ダブルレプ
リカ、凍結乾燥、真空クライオトランスファー EM VCT100

をアタッチメント接続し cryo SEMへ
ライカ デザイン：Werner Hölbl

傾斜された蒸発源と一体化されたステージの
回転により、より広く均一なコーティング面が
得られます。目的に合わせて最大 2つの蒸発
源を搭載可能。

3軸電動ステージの制御─真空下でステージ
位置を調整。

一体型の水晶膜厚測定ユニットによる、高い再
現性のある結果。
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コーターを超えた展開─New Generatiom CRYO SEMと大気非曝露への応用

ライカEM ACE600と
ライカEM VCT100のコンビネーション

ライカ EM VCT100（真空クライオトランスファーシステ
ム）を装備した ライカ EM ACE600は、高度な環境コン
トロールを備えた、コンタミネーションフリーのクライ
オ SEM試料作製のための理想的なソリューションです。
クライオモジュールを組み込むことにより、クライオス
テージと室温ステージは互換性のあるものとなります。
また、VCT100を介することで、ACE600は SEMだけでな
くVCTポートが装備された装置、例えばグローブボック
ス、ライカ EM FC7T、EPMA、Tof-SIMS、AFMなどにリン
ケージできます。

>制御された環境（真空、温度、雰囲気）のもとでのトランス
ファー
>高真空のためのクライオポンプ
>フリーズフラクチャー、昇華、
　および凍結乾燥のための
　温度制御されたステージ
>モーター駆動の高さ調節を
　備えた割断ナイフ
>簡易な割断のためのメス
>ダブルレプリカユニット
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> LED照明がコーティングチャンバー全体
を照らすため、快適にプロセスを観察
可能
>パラメーター設定と、コーティングサイ
クル全体の自動化
>真空クライオトランスファー ─試料はつ
ねにクライオ条件下に置かれます

フリーズフラクチャー、フリーズエッチング および 凍結乾燥

フリーズフラクチャーには、電子顕微鏡観察のためにオル
ガネラおよびその他の膜構造などを明らかにし、レプリカ
作製するための一連の技法が含まれています。フリーズ
エッチングは、昇華によって氷の層を除去し、隠れていた
膜表面を露出させます。

凍結乾燥は、高真空のもとで、凍結した試料から水分を昇
華します。
このような、クライオ SEM技法により電子顕微鏡で観察
可能な、安定した試料が得られます。
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オスの蚊
提供：Mag. Daniela Gruber
Core Facility of Cell Imaging and
Ultrastructure Research 
Umiversitat Wien



SEMおよびTEMのワークフロー
ライカ マイクロシステムズは、EM試料作製のための全範囲
にわたるソリューションを提供します。ライカ EM ACEコー
ターは、これらのワークフローのクオリティを向上させます。

細胞組織 ─
ライカ EM TP

細胞組織高圧凍結 ─
ライカ EM HPM100、ライカ EM PACT2

限界点乾燥 ─
ライカ EM CPD300

凍結超薄切片法 ─
ライカ EM UC7およびライカ EM FC7

コーティング─
ライカ EM ACE200
および ACE600

コーティング─
ライカ EM ACE600 クライオ装備

イメージングおよび解析

イメージングおよび解析

ワークフロー例（常温）

ワークフロー例（クライオ）

固定と脱水のための
組織処理の自動化

水を含む生物学試料および
産業用試料をより自然に近い状態で
観察するための、優れた凍結固定

きわめて保存状態の良い
試料構造のための限界点乾燥の
自動化

超薄切片作製／断面作製

再現性のある薄い導電層のための
コーティングの自動化

低温下で金属およびカーボン
コーティングと、ライカ EM VCT100
システムによる真空クライオ搬送

SEM、オスの蚊の触角
（金スパッタコーティング）

クライオ SEM、マウスの腎臓
（白金クライオスパッタ
コーティング）
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本 　 社
大　阪セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
福　岡セールスオフィス

〒169-0075  東京都新宿区高田馬場1-29-9
〒531-0072  大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F
〒460-0003  名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル2F
〒812-0025  福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-6758-5680  Fax.03-5155-4336
Tel.06-6374-9770  Fax.06-6374-9772
Tel.052-222-3939  Fax.052-222-3784
Tel.092-282-9771  Fax.092-282-9772

●http://www.leica-microsystems.co.jp　E-mail: lmc@leica-microsystems.co.jp

ライカ マイクロシステムズ株式会社

YU140200

www.Leica-microsystems.com

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。


