Tecnai G2 20

最新アプリケーションに対応したデジタル(S)TEM

Tecnai™ G2 20は、操作性に優れた
ユーザーインターフェイスを備え、
極めて洗練された最新の200kV透
過型電子顕微鏡です。本システム
は、WindowsXPオペレーティングシ
ステム下で動作するため、様々な観
察、分析手法に対して高い操作性と
スループットを両立しながら高性能
を発揮させることが出来ます。

Tecnai G2 20は、観察目的に最適な装置の構成を選択
することができます。対物レンズの種類には、高分解能用
（S-TWIN)、および超高分解能用(U-TWIN)、また高傾斜用
（TWIN)や微小プローブとEDXの分析性能を最適化させた
(X-TWIN)など様々なタイプがあります。さらに、電子線ト
モグラフィーでは、最大傾斜角±80度まで傾斜しての連
続傾斜像の取得が可能です。このような様々なアプリケー
ションに対する要望やニーズに応じて、最も適した構成を
選択することが可能です。さらにキャリブレーション、自
動化、スクリプティング、遠隔操作といった多様なFEIソ
フトウエアソリューションから、目的に応じてオプション
を選ぶことができます。

主な特徴

これらのシステムに搭載可能なアクセサリー、例え
ば、STEM、CCDカメラ、EDXおよびEELS検出器、エネル
ギーフィルターは、ユーザーインターフェースに一体化さ
れ、あらゆるユーザーレベルのオペレーターに、一貫した
コンセプトのインターフェースを介して全システムの機能
を十分に活用することを可能とします。

TEMおよびSTEM観察、そしてナノスケールの分析を高性能に両
立。

Tecnai G2 20は広範囲の一般材料と先端材料の他、ソ
フトマテリアル、複合材料、組織、細胞小器官など多種多
様な材料や生物の研究に最適な、信頼性の高い多目的な装
置です。

完全に一体化されたSTEM、
CCDカメラ、EDX検出器、EELSスペクト
ロメーター、およびエネルギーフィルタによる同時データ取得。

通常は、エネルギーフィルターを含めた2つの異なる
加速電圧の条件が、据付時に調整されます。要望により、
それ以外の加速電圧の設定も可能です。様々な観察モード
の切り替えは容易であり、かついくつでもアライメントを
保存することができ、ユーザーは専用のアライメントを作
成することができます。
照射電子線と試料の相互作用により、様々な重要な情
報を有する異なるタイプの信号が発生します。Tecnai G2
シリーズは、これらの信号が効率よく、効果的に取得され
るように設計されています。Tecnai G2 20は常温はもちろ
んのこと冷却化でも、明視野、および暗視野STEM像や電
子回折、そして微小部からの分析が可能であり、高分解能
の二次元と三次元の観察を通じて、材料科学と生物分野に
おいて威力を発揮します。

マテリアルからライフサイエンス分野にまで対応する高分解能汎
用ツール。
加速電圧の可変。

高分解能観察、室温やクライオ観察に適したクリーンな真空系。
自動化機能（Autogun、AutoAdjust)、倍率較正機能、S/TEMトモグ
ラフィーパッケージのような、様々なFEIアプリケーション・ソフトウ
エア。

対物レンズタイプ

主 な仕様
電子源

·· 加
 速電圧 (20、40、80、120、160、
200 kV および その間で自由に設定
可能)
·· LaB6 または W エミッタ
イメージング

·· 高
 傾斜かつ広視野観察(TWINレン
ズ、2軸傾斜ホルダーで±70°まで傾
斜)
·· 高分解能観察用対物レンズアライメ
ント、コマフリーアライメント
·· 無像回転システム
·· 倍率再現精度±1.5%
·· 高分解能観察用対物レンズアライメ
ント、コマフリーアライメント
·· プレートカメラ

フィルム56枚*

TWIN

S-TWIN

X-TWIN

U-TWIN

TEM 点分解能 (nm)

0.27

0.24

0.25

0.19

TEM 線分解能 (nm)

0.144

0.144

0.144

0.144

最小焦点ステップ (nm)

2

1.8

1.8

0.35

TEM 倍率 レンジ

25 x–700 kx

25 x–1,030 kx

22 x–930 kx

25 x–1,000 kx

カメラ長 (mm)

52 ~ 6,000

30 ~ 4,500

30 ~ 4,500

45 ~ 4,300

最大回折角

± 10°

± 13°

± 12°

± 16°

STEM 分解能 (nm)

1.0

1.0

1.0

1.0

STEM 倍率 レンジ

100 x–5 Mx

100 x–5 Mx

100 x–5 Mx

100 x–5 Mx

2軸傾斜ホルダー
最大傾斜角度範囲

± 70°

± 40°

± 30°

± 20°

トモグラフィーホルダー
最大傾斜角度範囲

± 80°

± 80°

± 80°

—

EDS 立体角 (srad)

0.13

0.13

0.3

0.13

STEM

真空
·· 完全差動排気方式、安全機能付き

·· 明視野および環状暗視野モード

·· 鏡筒、電子銃はイオンポンプによる
排気

·· 完全デジタルスキャンシステム
微量分析

·· 優
 れた EDX インホールパフォーマン
ス
·· EDX の低システムバックグラウンド
·· 一体化されたEDXとEELSスペクトル
プロファイルリングおよびイメージン
グ
試料ステージ

·· 完全コンピュータ制御、ユーセントリ
ックサイドエントリー、高安定コンプ
ステージ
·· X,Y,Z,α,βのあらゆる組み合わせに
対して傾斜角度範囲を最大化

·· 磁場を切り、磁区観察可能なローレ
ンツレンズ

·· 分析用2軸傾斜ホルダーを含む各種
試料ホルダー

回折

·· X
 、Y 移動 ± 1 mm、Z 移動 ± 0.375
mm、 試料サイズ 3 mm

·· 様
 々な電子線回折手法に対応（制限
視野回折やμディフラクションの小
さい集束角の平行ビームによる電子
回折から、大きい収束電子回折まで
対応）
·· 最大回折角 ±16°(U-TWIN)

·· 試料呼び出し精度≤ 0.5 μm (x と y
における 300 μm の移動後) および
≤ 0.5 (α 傾斜)
·· ドリフト ≤ 1 nm/分 標準ホルダー使
用時

·· ポ
 ストコラム型エネルギーフィルタで
ありながら、短カメラ長(<200mm)で
エネルギーフィルタ回折回折が可
能：最大可視回折角±125mrad*
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·· イオンポンプによりライナーチューブ
を排気*
·· コンタミネーションの無い超高真空
を実現
·· 到達真空度は：試料室、電子銃とも
＜1.2×10-5Pa
·· 試料交換時間：予備排気時間は1分
以下まで設定可能
ソフトウェアと制御

·· オペレーティングシステム：
Windows® XP
·· 遠隔操作*
·· スクリプトソフトウェア*
·· ロ
 ードーズモード(低電子線照射観察
モード)、モンタージュド(つなぎ写
真）モード、グリッドスキャニング、電
子回折支援ソフトウエア、倍率構成
ソフトウエアなど様々なアプリケー
ションソフトウエア*
·· Xplore3DTM: FEIの優れたTEMおよび
STEM用トモグラフィー解析ソフトウ
エア
·· 使
 いやすく、規格化されたソフトウエ
ア:ユーセントリック高さ調整、フォー
カス合わせ、非点調整、ガン調整の
自動化*
* オプション
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