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PP3010T仕様
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SEM内部接続 窒素ガス冷却SEMコールドステージ：－190℃以下～100℃　温度安定性 <1℃
  窒素ガス冷却SEMコールドトラップ：－190℃以下
  LED 照明及びCCDカメラ（取付スペースによる）
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SEM冷却 真空断熱冷却システム、　21ℓガスクーリングシステム、長時間連続運転が可能
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

カラムマウントaQuilo クライオ前処理室 窒素ガス冷却コールドステージ:　－190℃以下～100℃　温度安定性 <1℃
 窒素ガス冷却上下コールドトラップ:　－190℃以下
 マルチLED照明とCCDカメラ
 冷却割断/加工ナイフ、マイクロメータ付きナイフ(オプション)
 大型ウィンドー(150mm × 75mm)と二つの上部ポート
 高解像度スパッタコーター(Ptターゲット標準取付)
 オプション：膜厚計、　カーボンエバポレーター
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

前処理室排気システム　 前処理室接続ステンレス製排気パイプ及び床置きターボ排気システム
 ベース真空： 10-4Pa以下、85ℓ/minまたは以上のロータリーポンプ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PCタイプタッチスクリーンコントロール 15インチパネルPC
 ユーザーレシピの作成および保存
 オンスクリーンのデータログ、診断及びヘルプビデオ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

プレプデック 試料前処理ステーション 液体窒素スラッシュおよび試料加工システム ‒ 凍結済試料の取り扱いに理想的
 試料前処理用スペース
 トランスファーデバイス格納用真空引き機能、フレキシブルLEDライト及び支柱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊本仕様および内容は予告なしに変更されることがございます。
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•タッチスクリーンユーザーインターフェースによるレシピ操作
•完全自動操作
•ガス冷却方式のaQuilo前処理室
•優れた前処理室内の観察機構
•速い熱応答性で－190℃以下まで冷却
•オフカラム冷却と真空排気
•21ℓデュワーによる長時間連続運転
•シングルポート取付可 ＿ SEM側構成による
•SEMバイアスモードに対応 ＿ 最大5kV〒124-0012　東京都葛飾区立石3-15-4　TEL:03-6379-4105　FAX:03-6379-4106
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SEMコールドステージ、SEMコールドトラップ
安定性の高い断熱された窒素ガス冷却ステージがアダプターでSEMステージに装着さ
れます。SEMコールドステージとコールドトラップは2系統の独立したガスサーキット
により冷却され、冷却能力は両系統とも－190℃以下です。

CHE3010オフカラム 真空断熱冷却システム
CHE3010はSEM本体から離れた所に設置されます。冷却された窒素ガスはすべて
PP3010の冷却用に使われます。（SEMステージ、SEMコールドトラップ、aQuilo前
処理室のコールドステージとコールドトラップ等。）
窒素ガス冷却デュワーはSEMコールドステージとSEMコールドトラップから離れた場
所に設置します。（典型的な設置場所はSEMの後方に床置きします。）通常、液体窒
素充填後、終夜運転が可能です。

SEMコールドステージ



プレプデックワークステーション
また、試料前処理における多くのキーステップ（エアロック排気、
昇華、スパッタコーティングなど）が自動で行え、不明な操作法
はオペレーターに分かりやすいビデオで紹介いたします。これら
のガイドは、セットアップから各々の試料処理のプロセスまで簡
潔かつ論理的に説明しています。

タッチスクリーンユーザーインターフェース
PP3010Tはプレップデッキ上の大きなタッチパネルPCから操作
します。ユーザーが選定した操作レシピを迅速かつ容易に入力お
よび保存できます。そのスクリーンはオペレーターの選択に合わ
せて、ミリバールやパスカル表示設定が可能です。
CCDカメラの両方のステージイメージをフルスクリーンに表示
できます。また、真空やその他のステータスログデータが表示で
きます。操作ガイドが一連のスクリーン上のビデオを通して利用
可能です。

クライオトランスファーデバイス
コンパクトなクライオトランスファーデバイスは片手で持て、扱い易くなってます。
密閉機構及びバネ式のシャトル取り付け機構によりクリーンな環境下で試料の迅速な
移動が可能です。
クライオトランスファーデバイスはプレップデッキに設けてある真空チューブにコンパクト
に収納できます。

aQuilio前処理室
aQuilo前処理室は高効率の窒素ガス冷却方式のステージ、試料上下の大型コールド
トラップ、試料の割断、昇華やコーティング機構を備えSEMに直接取り付けられます。
インターロックを備えたゲートバルブは、高真空下でaQuilo前処理室とSEM側ステー
ジへの迅速なサンプル移動を可能にします。

効率的なガス冷却タイプ試料ステージとコールド・トラップ
aQuilo前処理室は窒素ガス冷却の試料ステージで、100℃から－190℃以下の温度を正
確に制御します。試料上下のガス冷却大型コールドトラップでクリーンな高真空を保持
します。コールドステージとトラップはユニークなCHE3010冷却システムで冷却します。

見やすい前処理室内
aQuilo前処理室は内部観察がしやすく設計されています。大型150mm×75mmのフロ
ントウィンドと上部二つのビューポートを採用。LED照明とCCDカメラで試料冷却ス
テージ付近をコントロールスクリーン上に映し出します。

冷却割断ナイフ
冷却されたフロントウインドに冷却割断ナイフが付属しており、割断機構で様々な試料
を冷却割断できます。
標準装備としてボールジョイントタイプのナイフは動きが自在で、表面を加工したり割
断できます。
オプションとして前処理室上部に取付けるマイクロメータ付きナイフも準備しています。
割断された破片はステージ下部の大きなコールドトラップで補獲されます。

自動昇華温度設定およびスパッタリング条件設定
昇華温度および時間はリトリーブのために設定と保存ができます、スパッタリング条件
設定は入力後、完全自動で行われます。この工程は実測と予測の温度曲線がコントロー
ルスクリーン上に表示されます。
高分解能スパッタコーターがクライオアプリケーション用に開発され、高分解能
SEM像観察に不可欠な極微細グレインフィルムをコーティングすることができます。
Ptターゲットが標準で付属され、その他のオプションターゲットにはAu、Au/Pd、Cr
およびIrが用意されています。また、オプションでカーボンエバポレーターや自動停止
機能付き膜厚計もございます。

aQuilio前処理室排気システム
aQuilo前処理室は床置きの70ℓ/sターボポンプとロータリーポンプで排気されます。
典型的な前処理室内の真空度はオペレーション時で10-4Paです。ターボポンプ排気シ
ステムの設置場所はSEM本体から離し、メカニカルな振動の影響やSEMへの重量的負
担をなくしました。真空バッファータンクが組み込まれ、
ほとんどのSEM測定中にはロータリーポンプを停止し、必要に応じて動作させます。こ
のバッファータンクによりロータリーポンプの運転時間は通常１時間の内に数分間程度
です。

クライオトランスファーデバイスと
シャトル及びスタブ インサート

クライオ前処理室

クライオ前処理室の正面ウィンド

オフカラム ポンプシステム

オフカラム 冷却システム

なぜクライオSEMが必要？
クライオ前処理は走査型電子顕微鏡（SEM）で含水試料や電
子ビームによるダメージを受けやすい試料の測定には不可欠
な手法です。クライオSEMは従来から使われている臨界点乾
燥法などの前処理法の問題点をクリアし、自然な状態での試
料観察を可能にします。

従来の水分を含む試料のSEM測定前処理の限界
■乾燥過程による試料の縮みと歪み、移動と溶液の溶出
■試料ダメージ（臨界点乾燥過程の乾燥に影響を受けやすい）
■生体試料への処理（固定剤、保存剤などの影響）
■長い処理時間

クライオSEMの利点
■含水試料観察
■溶液を含んだ状態での試料観察
■メカニカルダメージのない、または極微小な試料観察
■理想的な経時変化の実験（繰り返し凍結）
■高分解能（対低真空下の技術と比較）
■低温試料割断により多くの情報入手
■液体試料、液体を含む試料および電子ビームによるダメージ
　を受けやすい試料への優れた適応性
■迅速な試料前処理－通常処理時間5～10分

PP3010T概観
PP3010Tは最新のクライオSEM技術で、最高の品質、比類
のない設定と使いやすさを兼ね備えました。
PP3010TはSEM、FE-SEMおよびFIB/SEMに適したカラム
接続、ガス冷却式のクライオ前処理用の装置です。
コントロールはプレプデックワークステーション上の大型パ
ネルPCでタッチスクリーンから直感的に行えます。
観察のしやすさは装置全体を通して重要なファクターです。
前処理室とSEM内部のCCDイメージがコントロールスク
リーンに映し出され、前面の大きな窓や上部のポートからも
チャンバー内部やサンプルが非常に見やすくなっています。
PP3010Tは迅速凍結デスクおよび試料移動機構（トランス
ファーデバイス）が含まれています。
また、aQuiloクライオ前処理室には冷却破断機構、完全自動
昇華および試料冷却機構が含まれています。試料が凍結準備
されると、試料観察のためSEM内の冷却ステージ上に移動し
ます。aQuiloクライオ前処理室やSEM内部の大きなコールド
トラップは－190℃以下で動作可能で、すべてのプロセスに
おいてクライオ前処理室およびSEM内での汚染の無い高真空
下の操作を可能にします。

試料ホルダー
標準付属品として理想的なほとんどのアプリケーションに対
応する円筒型の穴、溝および平坦部分を備えたユニバーサル
スタブが含まれています。オプションとして、その他のネジ
やバネ板付の試料固定用試料ホルダーや液体試料用リベット
固定用ホルダーなども豊富に取り揃えております。

試料ハンドリングおよび試料移動
PP3010Tのプレプデックワークステーションには液体窒素
スラッシャーがあり、真空ポンプに接続されています。急速
凍結により氷晶ダメージを抑え超構造保存ができます。
余裕のある凍結システムは、別の方法で凍結された試料や保
存してあった試料を加工し最適なホルダーに液体窒素中で
セットできます。セット後試料を真空中で次の工程や観察の
ためにaQuilo前処理室に移動します。

メインディスプレイ上にすべての処
理条件がいつも見えるよう映し出さ
れています。

両方の試料ステージをモニター全画
面上に表示でき、全画面表示にした
り取り込みおよび保存が可能です。

クライオトランスファーデバイスと

オフカラム ポンプシステム

昇華パラメーターの温度および時間設定がプリ
セットおよび保存できます。

スパッタリングパラメーターの時間およびター
ゲット電流がプリセットおよび保存できます。



プレプデックワークステーション
また、試料前処理における多くのキーステップ（エアロック排気、
昇華、スパッタコーティングなど）が自動で行え、不明な操作法
はオペレーターに分かりやすいビデオで紹介いたします。これら
のガイドは、セットアップから各々の試料処理のプロセスまで簡
潔かつ論理的に説明しています。

タッチスクリーンユーザーインターフェース
PP3010Tはプレップデッキ上の大きなタッチパネルPCから操作
します。ユーザーが選定した操作レシピを迅速かつ容易に入力お
よび保存できます。そのスクリーンはオペレーターの選択に合わ
せて、ミリバールやパスカル表示設定が可能です。
CCDカメラの両方のステージイメージをフルスクリーンに表示
できます。また、真空やその他のステータスログデータが表示で
きます。操作ガイドが一連のスクリーン上のビデオを通して利用
可能です。

クライオトランスファーデバイス
コンパクトなクライオトランスファーデバイスは片手で持て、扱い易くなってます。
密閉機構及びバネ式のシャトル取り付け機構によりクリーンな環境下で試料の迅速な
移動が可能です。
クライオトランスファーデバイスはプレップデッキに設けてある真空チューブにコンパクト
に収納できます。

aQuilio前処理室
aQuilo前処理室は高効率の窒素ガス冷却方式のステージ、試料上下の大型コールド
トラップ、試料の割断、昇華やコーティング機構を備えSEMに直接取り付けられます。
インターロックを備えたゲートバルブは、高真空下でaQuilo前処理室とSEM側ステー
ジへの迅速なサンプル移動を可能にします。

効率的なガス冷却タイプ試料ステージとコールド・トラップ
aQuilo前処理室は窒素ガス冷却の試料ステージで、100℃から－190℃以下の温度を正
確に制御します。試料上下のガス冷却大型コールドトラップでクリーンな高真空を保持
します。コールドステージとトラップはユニークなCHE3010冷却システムで冷却します。

見やすい前処理室内
aQuilo前処理室は内部観察がしやすく設計されています。大型150mm×75mmのフロ
ントウィンドと上部二つのビューポートを採用。LED照明とCCDカメラで試料冷却ス
テージ付近をコントロールスクリーン上に映し出します。

冷却割断ナイフ
冷却されたフロントウインドに冷却割断ナイフが付属しており、割断機構で様々な試料
を冷却割断できます。
標準装備としてボールジョイントタイプのナイフは動きが自在で、表面を加工したり割
断できます。
オプションとして前処理室上部に取付けるマイクロメータ付きナイフも準備しています。
割断された破片はステージ下部の大きなコールドトラップで補獲されます。

自動昇華温度設定およびスパッタリング条件設定
昇華温度および時間はリトリーブのために設定と保存ができます、スパッタリング条件
設定は入力後、完全自動で行われます。この工程は実測と予測の温度曲線がコントロー
ルスクリーン上に表示されます。
高分解能スパッタコーターがクライオアプリケーション用に開発され、高分解能
SEM像観察に不可欠な極微細グレインフィルムをコーティングすることができます。
Ptターゲットが標準で付属され、その他のオプションターゲットにはAu、Au/Pd、Cr
およびIrが用意されています。また、オプションでカーボンエバポレーターや自動停止
機能付き膜厚計もございます。

aQuilio前処理室排気システム
aQuilo前処理室は床置きの70ℓ/sターボポンプとロータリーポンプで排気されます。
典型的な前処理室内の真空度はオペレーション時で10-4Paです。ターボポンプ排気シ
ステムの設置場所はSEM本体から離し、メカニカルな振動の影響やSEMへの重量的負
担をなくしました。真空バッファータンクが組み込まれ、
ほとんどのSEM測定中にはロータリーポンプを停止し、必要に応じて動作させます。こ
のバッファータンクによりロータリーポンプの運転時間は通常１時間の内に数分間程度
です。

クライオトランスファーデバイスと
シャトル及びスタブ インサート

クライオ前処理室

クライオ前処理室の正面ウィンド

オフカラム ポンプシステム

オフカラム 冷却システム

なぜクライオSEMが必要？
クライオ前処理は走査型電子顕微鏡（SEM）で含水試料や電
子ビームによるダメージを受けやすい試料の測定には不可欠
な手法です。クライオSEMは従来から使われている臨界点乾
燥法などの前処理法の問題点をクリアし、自然な状態での試
料観察を可能にします。

従来の水分を含む試料のSEM測定前処理の限界
■乾燥過程による試料の縮みと歪み、移動と溶液の溶出
■試料ダメージ（臨界点乾燥過程の乾燥に影響を受けやすい）
■生体試料への処理（固定剤、保存剤などの影響）
■長い処理時間

クライオSEMの利点
■含水試料観察
■溶液を含んだ状態での試料観察
■メカニカルダメージのない、または極微小な試料観察
■理想的な経時変化の実験（繰り返し凍結）
■高分解能（対低真空下の技術と比較）
■低温試料割断により多くの情報入手
■液体試料、液体を含む試料および電子ビームによるダメージ
　を受けやすい試料への優れた適応性
■迅速な試料前処理－通常処理時間5～10分

PP3010T概観
PP3010Tは最新のクライオSEM技術で、最高の品質、比類
のない設定と使いやすさを兼ね備えました。
PP3010TはSEM、FE-SEMおよびFIB/SEMに適したカラム
接続、ガス冷却式のクライオ前処理用の装置です。
コントロールはプレプデックワークステーション上の大型パ
ネルPCでタッチスクリーンから直感的に行えます。
観察のしやすさは装置全体を通して重要なファクターです。
前処理室とSEM内部のCCDイメージがコントロールスク
リーンに映し出され、前面の大きな窓や上部のポートからも
チャンバー内部やサンプルが非常に見やすくなっています。
PP3010Tは迅速凍結デスクおよび試料移動機構（トランス
ファーデバイス）が含まれています。
また、aQuiloクライオ前処理室には冷却破断機構、完全自動
昇華および試料冷却機構が含まれています。試料が凍結準備
されると、試料観察のためSEM内の冷却ステージ上に移動し
ます。aQuiloクライオ前処理室やSEM内部の大きなコールド
トラップは－190℃以下で動作可能で、すべてのプロセスに
おいてクライオ前処理室およびSEM内での汚染の無い高真空
下の操作を可能にします。

試料ホルダー
標準付属品として理想的なほとんどのアプリケーションに対
応する円筒型の穴、溝および平坦部分を備えたユニバーサル
スタブが含まれています。オプションとして、その他のネジ
やバネ板付の試料固定用試料ホルダーや液体試料用リベット
固定用ホルダーなども豊富に取り揃えております。

試料ハンドリングおよび試料移動
PP3010Tのプレプデックワークステーションには液体窒素
スラッシャーがあり、真空ポンプに接続されています。急速
凍結により氷晶ダメージを抑え超構造保存ができます。
余裕のある凍結システムは、別の方法で凍結された試料や保
存してあった試料を加工し最適なホルダーに液体窒素中で
セットできます。セット後試料を真空中で次の工程や観察の
ためにaQuilo前処理室に移動します。

メインディスプレイ上にすべての処
理条件がいつも見えるよう映し出さ
れています。

両方の試料ステージをモニター全画
面上に表示でき、全画面表示にした
り取り込みおよび保存が可能です。

クライオトランスファーデバイスと

オフカラム ポンプシステム

昇華パラメーターの温度および時間設定がプリ
セットおよび保存できます。

スパッタリングパラメーターの時間およびター
ゲット電流がプリセットおよび保存できます。
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PP3010T仕様
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SEM内部接続 窒素ガス冷却SEMコールドステージ：－190℃以下～100℃　温度安定性 <1℃
  窒素ガス冷却SEMコールドトラップ：－190℃以下
  LED 照明及びCCDカメラ（取付スペースによる）
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SEM冷却 真空断熱冷却システム、　21ℓガスクーリングシステム、長時間連続運転が可能
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

カラムマウントaQuilo クライオ前処理室 窒素ガス冷却コールドステージ:　－190℃以下～100℃　温度安定性 <1℃
 窒素ガス冷却上下コールドトラップ:　－190℃以下
 マルチLED照明とCCDカメラ
 冷却割断/加工ナイフ、マイクロメータ付きナイフ(オプション)
 大型ウィンドー(150mm × 75mm)と二つの上部ポート
 高解像度スパッタコーター(Ptターゲット標準取付)
 オプション：膜厚計、　カーボンエバポレーター
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

前処理室排気システム　 前処理室接続ステンレス製排気パイプ及び床置きターボ排気システム
 ベース真空： 10-4Pa以下、85ℓ/minまたは以上のロータリーポンプ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PCタイプタッチスクリーンコントロール 15インチパネルPC
 ユーザーレシピの作成および保存
 オンスクリーンのデータログ、診断及びヘルプビデオ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

プレプデック 試料前処理ステーション 液体窒素スラッシュおよび試料加工システム ‒ 凍結済試料の取り扱いに理想的
 試料前処理用スペース
 トランスファーデバイス格納用真空引き機能、フレキシブルLEDライト及び支柱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊本仕様および内容は予告なしに変更されることがございます。

PP3010T

FE-SEM and FIB/SEM用クライオ装置 

FE-SEM and FIB/SEM用クライオ装置 

Quorum Technologies

ELECTRON
MICROANALYSIS
NETWORK

•タッチスクリーンユーザーインターフェースによるレシピ操作
•完全自動操作
•ガス冷却方式のaQuilo前処理室
•優れた前処理室内の観察機構
•速い熱応答性で－190℃以下まで冷却
•オフカラム冷却と真空排気
•21ℓデュワーによる長時間連続運転
•シングルポート取付可 ＿ SEM側構成による
•SEMバイアスモードに対応 ＿ 最大5kV〒124-0012　東京都葛飾区立石3-15-4　TEL:03-6379-4105　FAX:03-6379-4106

E-Mail : info@elminet.co.jp　URL:http://www.elminet.co.jp
CN : PP3010T-1

〒124-0012　東京都葛飾区立石3-15-4　TEL:03-6379-4105　FAX:03-6379-4106
E-Mail : info@elminet.co.jp　URL:http://www.elminet.co.jp

SEMコールドステージ、SEMコールドトラップ
安定性の高い断熱された窒素ガス冷却ステージがアダプターでSEMステージに装着さ
れます。SEMコールドステージとコールドトラップは2系統の独立したガスサーキット
により冷却され、冷却能力は両系統とも－190℃以下です。

CHE3010オフカラム 真空断熱冷却システム
CHE3010はSEM本体から離れた所に設置されます。冷却された窒素ガスはすべて
PP3010の冷却用に使われます。（SEMステージ、SEMコールドトラップ、aQuilo前
処理室のコールドステージとコールドトラップ等。）
窒素ガス冷却デュワーはSEMコールドステージとSEMコールドトラップから離れた場
所に設置します。（典型的な設置場所はSEMの後方に床置きします。）通常、液体窒
素充填後、終夜運転が可能です。

SEMコールドステージ
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• Recipe driven touch-screen interface
• Fully automated processes and 
 start up
• Gas cooled aQuilo preparation 
 chamber
• Superb specimen visibility 
• Cooling to -190ºC or better with 
 rapid thermal response

• Off column cooling and pumping 
 – minimum mass on the SEM
• Up to 24 hour hold times 
 – no more topping up of dewars
• Single port interface available
 (if microscope geometry allows)
• Compatible with SEM voltage 
 bias modes (up to 5kV)



PrepdekTM  workstation 
The Prepdek™ is an ergonomically designed preparation and control centre. The Prepdek™ 
includes the freezing and pre-frozen specimen manipulation devices, an LED viewing light 
and the cryo transfer device vacuum storage tube. A shuttle mounting pillar gives a solid 
base for specimen mounting.

The control electronics are mounted in a sealed but accessible cabinet beneath the Prepdek™. 

Touch screen user interface
The PP3010T is controlled using a large touch screen panel PC, mounted on the Prepdek™. 
User-defined ‘recipes’ can be entered and stored for instant future access. The screen can 
be set to suit operator preferences; for example, vacuum measurement can be displayed in 
millibar or Pascal.

CCD images of both cold stages are displayed and can be expanded to full screen. Data 
logging of all parameters and vacuum status overview can be displayed. Operational 
guidance is instantly available through a series of on-screen videos. 

Why cryo-SEM?
Cryo preparation techniques for scanning electron microscopy (SEM) 
are essential for the successful observation of wet or ‘beam sensitive’ 
specimens. Cryo-SEM removes the need for  specimen-unfriendly 
conventional preparation techniques, such as critical point drying, 
allowing observation of specimens in a close-to-life hydrated state.

The limitations of conventional ‘wet’ processing include:
■  Shrinkage, distortion and relocation and extraction of 
 soluble materials
■   Mechanical damage - fragile specimens are easily damaged 
 during conventional processing
■   For biological material toxic reagents are generally required 
 (fixatives, buffers etc)
■   Long processing times

Advantages of cryo-SEM
■   Specimen viewed in its fully hydrated state
■   Soluble materials are retained
■   Little or no mechanical damage
■   Ideal for time-resolved experiments 
 (i.e. freezing at timed intervals)
■   High resolution capability (compared to low-vacuum techniques)
■   Extra information obtained by low-temperature fracturing 
■   Excellent for liquids, semi-liquids, foams and beam sensitive 
 specimens
■   Rapid process: typically 5-10 minutes

PP3010T overview
The PP3010T is the very latest in cryo-SEM technology – combining the 
highest quality results with unparalleled ease of set up and use.

The PP3000T is a column-mounted, gas-cooled cryo preparation 
system suitable for SEM, FE-SEM and FIB/SEM. Control is via a large 
and intuitive touch-screen panel PC mounted on the self contained 
Prepdek™ workstation. 

Visibility is a key feature throughout the whole system. CCD images 
from the preparation chamber and the SEM (fitted if space allows) 
are displayed on the control screen, and a large front window and top 
viewing ports give unsurpassed visibility of the specimen and chamber 
interior. The PP3010T includes facilities needed to rapidly freeze and 
transfer specimens. The aQuilo cryo preparation chamber has tools 
for cold fracturing and for fully automatic sublimation and specimen 
coating. Once prepared, the specimen can be transferred onto a high 
stability SEM cold stage for observation. Extensive cold trapping in the 
aQuilo cryo preparation chamber and SEM can be set to operate at 
temperatures down to below -190ºC, ensuring the whole process occurs 
in a contamination free, high-vacuum environment.

Specimen holders
The PP3010T comes with a variety of stubs and shuttles designed 
to accommodate most specimen types. Additional holders are also 
available, including for high pressure freezing rivets and planchettes.

Handling and transferring specimens
The PP3010T Prepdek™ workstation is fitted with a combined slushy 

Main display screen with all operational 
parameters visible to the user at all times 

Sublimation parameters for temperature and time can be pre-set and stored

Images of both specimen cold stages can 
be expanded to fill the whole screen. 
Video images can be captured and saved



nitrogen freezing/specimen manipulation system, connected to the rotary pump. Rapid freezing reduces ice crystal 
damage resulting in enhanced specimen preservation.

The spacious freezing system also allows specimens that have been frozen by alternative methods (or stored field 
specimens) to be manipulated and mounted onto a suitable holder under liquid nitrogen. They can then be vacuum 
transferred into the aQuilo preparation chamber for subsequent processing and observation.

Cryo transfer device and 
pumped storage
The compact cryo transfer device can comfortably be held in one hand for maximum ease of handling. The sealing 
mechanism ensures contamination free specimen exchange and the quick-release bayonet connection to the shuttle 
allows rapid specimen transfer. 

To ensure the cryo transfer device is maintained in a clean, vacuum compatible condition a pumped storage tube is fitted 
into the Prepdek™ work surface.

Gas-cooled cryo 
preparation chamber
The aQuilo cryo preparation chamber is connected directly to the 

SEM and includes a highly efficient nitrogen gas cooled specimen stage, extensive cold trapping (above and below the 
specimen) and facilities to fracture, sublimate and sputter coat specimens. Two fully integrated and interlocked gate 
valves allow transfer into aQuilo chamber, followed by rapid high-vacuum to high-vacuum specimen exchange to and 
from the SEM stage.

Efficient gas cooled specimen stage and cold traps
At the heart of the aQuilo chamber is a nitrogen gas cooled specimen stage which can be precisely controlled over a 
temperature range from 100ºC to below -190º. Large gas cooled cold traps, located above and below the specimen stage, 
ensure clean, high vacuum conditions are maintained in the chamber. Both cold stage and cold traps are fed by the unique 
CHE3010 off-column cooling system (see next page), which typically give hold times of up to 24 hours between fills.

High visibility – plus CCD camera
The aQuilo chamber has superb chamber visibility. In addition to the large front window (75 x 150mm) there are two 
top viewing ports. The chamber is lit by three LEDs and a CCD camera which allows the specimen cold stage area to be 
viewed on the control screen. Images can be saved and stored using the on-screen button. 

Cold fracturing
Actively cooled, twin fracturing tools manipulators are available and allow a range of specimen types to be cold fractured.
Fitted as standard is a front mounted fracturing and manipulation device. The ball-jointed mount offers flexible 
movement, allowing the blade to be used both as a surface pick (probe) and a fracturing knife. An optional micrometer 
advanced fracturing tool with rigid blade is available. Fractured fragments are captured in the large cold trap located 
below the specimen stage. 

Automatic sublimation and sputtering
Sublimation temperatures and times can be preset and stored for easy retrieval. The process is fully automatic and 
graphically displayed on the control screen, showing the actual and predicted temperature curves. The high resolution 
sputter coater will give fine grain films essential for FE-SEM applications. A platinium target is fitted as standard - other 
metals include gold, gold/palladium, chromium and iridium. Integrated options include a carbon fibre evaporation 
accessory and a terminating film thickness monitor (FTM).

Cryo preparation chamber pumping
The aQuilo chamber is evacuated by a remotely-positioned 70L/s turbomolecular pumping system, backed by a 
suitable rotary pump. Typical vacuum levels during operation are in the region of 10-6mbar or better. Positioning the 
turbomolecular pump away from the SEM ensures total elimination of mechanical vibration and significantly reduces the 
mass connected to the SEM. The vacuum buffer tank “backs” the turbomolecular pump and is automatically 
evacuated by the rotary pump when required – typically for only a few minutes in each hour. 

Cryo transfer device with specimen 
shuttle and stub insert

Cryo preparation chamber

Off-column cooling system with 
24 hour runtime

Preparation chamber front window

Off-column turbo-pumping system



PP3010T: Specification highlights

SEM components:  Nitrogen gas cooled SEM cold stage: -190ºC or lower, to +100ºC. Temperature stability: < 1ºC
  Nitrogen gas cooled SEM cold trap: -190ºC or lower
  SEM LED illumination and CCD camera (if space is allows)

SEM cooling:  CHE3010 off-column, 21 litre  gas cooling system, typically with up to 24 hours hold time

Column mounted aQuilo  Nitrogen gas cooled cold stage: -190ºC, or lower to +100ºC. Temperature stability: < 1º
cryo preparation chamber Nitrogen gas cooled upper and lower cold traps held at -190ºC or lower
with:  Multiple LED illumination and CCD camera
  Actively cooled fracturing/manipulation tool, micrometer controlled knife (option)
  Large front window (150mm x 78mm) plus two top viewing ports
  Automated, high resolution sputtering (Pt standard) 
  Optional film thickness monitor and carbon fibre evaporation attachment 
  Automated sublimation

Preparation chamber  Floor mounted turbo pumping with stainless steel vacuum connection to the preparation chamber.
pumping system  Base vacuum: 10-6mbar or better. Single 5m3/hr-1 or equivalent rotary vacuum pump required

Touch-screen control 380mm/15” panel PC
via a panel PC  User definable “recipes” can be stored
  On-screen data logging, diagnostics and help videos

PrepDek™ specimen  Twin liquid nitrogen freezing and specimen handling system – ideal for handling pre-frozen specimens
preparation station: Includes work area for specimen preparation
  Pump storage for cryo transfer device, flexible LED light and mounting pillar

SEM cold stage and cold trap
A highly stable, thermally isolated, nitrogen gas cooled stage attaches to the SEM stage using an adaptor. The SEM stage 
and cold trap are cooled by two separate cold gas circuits - both have rapid response and are capable of reaching 
temperatures down to -190ºC or lower.

CHE3010T off-column, vacuum isolated 
gas cooling system
The CHE3010 is a fully integrated, remotely positioned cooling system. The cold nitrogen gas generated is used to cool the entire PP3010T – i.e. SEM stage, SEM 
cold trap, aQuilo chamber cold stage and cold traps. The CHE3010T delivers temperatures down to -190ºC or lower. A key feature is that the cold gas is carried to the 
microscope under vacuum, giving not only superb thermal efficiency but also the option of flexible site location (typically on the floor behind the microscope).

SEM cold stage



Food science
Cryo-SEM has for many years been an important technique in food science. Microstructure has a direct influence on the taste, texture and consumer preference.

 Emmental cheese. Yoghurt. Fractured, sublimated  Ice cream. The PP3010T Prepdek™ is fitted 
 Fractured, no sublimation or coating and platinum coated with a specimen handling system which allows pre-frozen 
   material, such as ice cream, to be manipulated and then
   transferred under vacuum into the cryo preparation chamber

  Biology

 Yeast. Intramembranous particles are around  Predatory Mite.  Sundew pollen (Drosera adelae).
 9nm across and arranged in characteristic    
 hexangonal arrays. Specimen cold fractured   
 and sputtered with 4nm of platinium 

 Cross-section through a leaf of  Wax-producing cells and wax on the Euphorbia leaf surface
 Euphorbia myrsinites (donkey-tail spurge)  (wax is often extracted during critical point drying processing)

  Materials

 Oils and rocks. Chalk rock saturated with brine  X-ray microanalysis overlay of the same specimen is used to further
 and oil. Dark grey bubbles are oil droplets   differentiate oil from water content (green: oxygen, red: carbon)
 in brine-filled cracks 

 Mixed hardness material. Cosmetic foundation cream (oil-water emulsion).
 Cryo-FIB/SEM section of a ceramic-filled, laminated polymer.  Comparing a cryo-SEM prepared specimen with cryo-FIB/SEM.
 A combination of hard and soft materials FIB-cut without  Both images show large oil droplets, with the cryo-FIB/SEM image clearly demarcating 
 damage or distortion. 2kV secondary electron image  the water phase (light areas) and additives (dark areas) within the ice
 

Images courtesy of Universities of Reading, Stavanger and York, Hitachi High Technologies (Japan), Nitto Analytical Techno-Center and USDA Beltsville

Cryo-SEM                                                                 Cryo-FIB/SEM 
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Ordering Information 

NB: For a full quotation, including on-site installation and customer training, please contact Quorum or your local distributor

PP3010T   Cryo preparation system for SEM, FE-SEM and FIB/SEM. Including: aQuilo column-mounted, 
  cryo-preparation chamber and turbo pumping. SEM cold stage and cold trap, Prepdek™ 
  workstation with freezing and specimen manipulation facilities, automatic sputtering and 
  sublimation. CHE3010 off-column gas cooling system. Touch screen, panel PC user interface 
  mounted on the Prepdek™ workstation. Cryo transfer device, 2 x AL200077B and 1 x 10246 
  specimen shuttles and the following specimen stubs: E7402 (pkt. 10), 5 x E7449, 
  5 x 11541, E7406 (pkt. 5), E7407 (pkt. 5) and 328116510 brass fracturing rivets 
  (pkt. 100). Microscope interfaces, start-up kit and operation manual 
Pumping   The PP3010T requires one 5m3/hr-1 rotary vacuum pump
 13034  5m3/hr-1 rotary vacuum pump with oil mist filter
Options and  PP7450/75L  Pressurised LN2 dewar (75L). For “boil-off” cooling gas and LN2 for slushing 
accessories 11920  Carbon fibre evaporation head and power supply
 12147  Terminating film thickness monitor 
 12145  Micrometer controlled fracturing device with tool steel blade
Specimen AL200077B  Standard specimen shuttle (holds a 10mm stub)
holders 12434  Shuttle without 10mm hole (flat surface: 22mm x 13mm)
 10245  Shuttle to hold Balzers style planchettes or small, flat specimens
 10246  Shuttle to hold 10mm stub – similar to AL200077B, but top clamping
 10247  Shuttle to hold two freeze-fracture rivets – vice style
 E7433  Stub to hold four rivets – screw down style (for use with 10246)
 E7449  Universal specimen stub with holes and slots, 7mm high (pack of 5)
 11541  Universal specimen stub with holes and slots, 5mm high (pack of 5)
 E7402  Aluminium stubs (pack of 10)
 E7403  Copper stubs (pack of 10)
 E7405  Screw down stub for thin specimens
 E7406  Copper stubs with 3 x 3mm slots (pack of 5)
 E7407  Copper stubs with 1 x 3mm slot (pack of 5)
 32816510  Brass rivets for fracturing liquids (pack of 100)
Sputtering  E7400-314A  Gold (Au) target 0.2mm thick
targets E7400-314C Platinum (Pt) target 0.2mm thick
(24mm dia.) E7400-314F  Chromium (Cr) target 0.3mm thick
 E7400-314IR  Iridium (Ir) target 0.3mm thick
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