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アジェンダ

診断用には使用いただけません

1 FT-IR・近赤外・ラマン製品のご紹介

2 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介①

3 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介②



ベンチトップFT-IRのラインアップ

3 診断用には使用いただけません

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 / 
Summit

品質保証

品質に影響を与える汚染や欠陥を素早
く確認する。

- サンプリング可能な異物分析
- ルーチン分析
- 教育実習

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20

問題解決

材料解析において、根本的な原因を特
定する。

- ルーチン分析から研究開発
- 高分解能なガス分析
- 時間変化する長時間測定
- 顕微IRへのアップグレード
- TGA-IRアクセサリ対応

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS50

材料開発

材料の化学的、物理的、構造的、元素
特性を理解する。

- FT-IRの最高峰クラス

- 近赤外、中赤外、遠赤外をカバー
- ビルトインATRによる低波数分析

- 複数台の検出器でさまざまな研究
- UV硬化などの高速スキャン測定

- 多種類の測定モジュール



FT-IRの測定例 ～幅広いアプリケーションに対応～

• リアルタイムUV反応追跡

• 熱硬化・熱劣化測定

• MAIRS法

• FT-Raman
• TGA-IR
• GC-IR
• 遠赤外領域のATR測定

4 診断用には使用いただけません
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顕微FT-IRのラインアップ

5 診断用には使用いただけません

Thermo Scientific™ Nicolet™ iN5（+ 
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20）

品質保証

品質に影響を与える汚染や欠陥を素早
く確認する。

- 接眼レンズによる目視観察
- マニュアルステージの直観的操作
- 自動化を必要としないポイント測定
- ルーチン業務

Thermo Scientific™ Nicolet™ iN10
（+iZ10）

問題解決

材料解析において、根本的な原因を特
定する。

- 自動化されたインターフェース
- 面分析による赤外イメージの取得
- 多様な画像解析
- 赤外イメージから得る統計的な考察

Thermo Scientific™ Nicolet™
Continuµm™（+iS50）

材料開発

材料の化学的、物理的、構造的、元素特
性を理解する。

- 偏光や微分干渉を用いた可視観察
- 迷光をカットするデュアルマスキング
- 用途に合わせた検出器の選択
- 加熱・冷却ステージを用いた微小部位

での反応追跡



顕微FT-IRの測定例

• 微小異物の測定

• マッピング・イメージング

• （多層フィルムなど）

• マイクロプラスチック分析

6 診断用には使用いただけません

マイクロプラスチック分析 多層フィルムのイメージング測定
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ラマン分光装置のラインアップ

7 診断用には使用いただけません

Thermo Scientific™ DXR™3 Smart ラ
マン

品質保証

原料受入検査や製品出荷検査などバル
クケミカル測定に最適なラマン装置。

- バイアル瓶、ビニール越しの測定可
- 混合物の平均データを取得

（最大5 mmx5 mm）
- オートキャリブレーション機能

Thermo Scientific™ DXR3™xi イメー
ジングラマン

材料開発

高速・高感度イメージング。凹凸のあるサ
ンプルも測定可能なラマン分光装置。

- 共焦点機能による3Dイメージング
- サンプルへのダメージを低減する

積算イメージング
- オートアライメント／キャリブレーション

Thermo Scientific™ DXR™3 顕微
ラマン

品質保証・問題解決

微小領域（約1 µm）のポイント測定および
マッピング測定が可能なラマン装置。

- 共焦点機能により深さ方向測定可能
- FT-IRと同じThermo Scientific™ 

OMNIC™ ソフトウエア
- 豊富なライブラリ
- オートアライメント／キャリブレーション



• ポリマー

ポリエチレン成形品の結晶性評価

多層フィルムの非破壊測定（各層や接着層の定性分析）

PTFE成形品の配向性評価

• 電池材料

リチウムイオン電池電極材料の分散性

全固体電池材料の分散性

• カーボン材料

グラフェンの層数解析、グラファイト結晶性の評価、

ダイヤモンドライクカーボン（DLC)の状態

• 製薬（薬局方にラマンスペクトル測定が2019年に収載）

錠剤イメージング

結晶多形の判別

貼付剤の各材料の深さ方向へのイメージング測定

ラマンの測定例

診断用には使用いただけません

VDPS（最大5 mmx5 mm）



近赤外分光装置のラインアップ

9 診断用には使用いただけません

Thermo Scientific™ Antaris™Ⅱ

透過・積分球・ファイバー・タブレット

堅牢なボディ・高感度・高安定性を兼ね
備えた近赤外専用分光光度計。

- 測定モジュールを増設可能な設計
- 製薬向けバリデーション対応
- Audit Trail／Data Integrity対応
- 検量線作成ソフトウエア

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5N

透過

コンパクト設計と簡易操作で手軽に近赤
外測定を開始。

- ルーチン分析や簡易検測定に最適

Thermo Scientific™ Nicolet ™ iS50＋NIR
モジュール

透過・積分球・ファイバー

中赤外に加えて近赤外も同時測定が行える
FT-IRとNIRの複合モデル。

- FT-IRとNIR同様のソフトウエア操作
- 最適な光源・ビームスプリッター・検出器
- NIRモジュールによる専用の光学系



NIRのアプリケーション例

10 診断用には使用いただけません

各分野で使用されているアプリケーション例
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インダストリ（ケミカル＆ポリマー）
• バッチ中の反応モニタリング
• 潤滑油の品質確認
• 潤滑油中の添加剤モニタリング
• 水分、溶剤中の残留物
• 押出成形機からダイレクト確認
• ポリウレタン原料ポリオール

食品・飲料・農業

• 食品中の脂肪・でんぷん・水分・
タンパク質などの定量分析

• 食用油の分析
• 食品添加物の確認試験
• 製粉の確認試験
• バイオ燃料生産の最適化

製薬
• 原材料の受入検査（識別）
• タブレット（API）含有量の確認
• 乾燥プロセスのモニタリング
• 細胞培養の発酵確認
• 固体のブレンド均一性
• 凍結乾燥した材料の水分定量



アプリケーションノート紹介

 FT-NIRによる凍結乾燥製品の重要パラメーターの非破壊分析

凍結乾燥製品： https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/an-118-ftnir-lyophilized-materials-non-destructive-analysis-an118.pdf
錠剤ソフトジェル： https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/an-117-ftnir-solid-dosage-pharmaceuticals-an117.pdf

11 診断用には使用いただけません

近赤外アナライザーと
カールフィッシャー滴定
装置の結果を用いた検
量線により、凍結乾燥品
の水分定量を行った事
例と凍結乾燥品の状態
変化（崩れて粉末化した
もの）による影響を考察
した事例のご紹介

飲み薬として一般的な
固形錠剤（固体）とカプ
セル錠剤（液体）につい
て近赤外アナライザーを
用いて医薬品の有効成
分を測定した事例をご
紹介

 錠剤・ソフトジェル専用の分析ソリューション



アプリケーションノート紹介

 近赤外分光装置を用いたポリオール中水酸基価の測定

ポリオール中の水酸基化： https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/an-119-ftnir-determining-hydroxyl-value-an119.pdf
セルロースエステルの識別： https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/an-107-ftir-ftnir-cellulosicester-analysis-an107.pdf

12 診断用には使用いただけません

ポリウレタンの物理的特
性を左右するポリオー
ル中の水酸基を定量分
析する手法をご紹介

 FT-NIRを用いたセルロースエステルの識別分析

さまざまなセルロースエ
ステルの識別と、
AntarisⅡでのメソッドを
iS50に移行した検証作

業のご紹介（製造現場と
ラボによる双方向での問
題解決）
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アジェンダ

診断用には使用いただけません

1 FT-IR・近赤外・ラマン製品のご紹介

2 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介①

3 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介②



私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介①
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• 測定方法：反射／拡散反射による非破壊測定！ （ダイヤモンドATRオプションあり）

• 測定モード：反射およびATR

• サンプル表面の可視映像取得可能（USB出力）

• 光学系アーム可動角：-5～95°（赤外光入射角は常に45°）

• 赤外光スポット径（直径）：反射測定 1.25 mm（ATRのスポットサイズは0.5 mm）

• スペクトル領域：中赤外～遠赤外領域（無機化合物のサンプルの測定にも非常に有効）

※FT-IR本体光学系仕様に依存

• サンプルを近づけるだけの簡単測定！誰でも容易に使用可能！

• OMNICおよびThermo Scientific™ OMNIC Paradigmソフトウエアで

精度の高いKramers-Kronig（K-K）変換

外部反射アクセサリ 『Thermo Scientific™ ConservatIRTM』

ConservatIRの可視観察
で得られたカタログ表面の
可視画像

診断用には使用いただけません



測定例①：自動車タイヤ表面の付着物の分析
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測定箇所

タイヤ表面のグリス

ライブラリ検索結果：シリコングリス

1000  1500  2000  2500  3000  

測定部を切り取ることができない、サイズ的にラボに持ち運べないサンプルの測定。

小型IRを用いて、現場でConservatIRを近づけるだけでダイレクトに測定可能。

自動車タイヤの表面に付着しているコンタミネーション

ConservatIRのアームを0度付近にセットして測定

診断用には使用いただけません



測定例②：缶の表面のコーティング膜の分析

16

可視観察画像（PCでキャプチャ）

ConservatIR アームヘッドにATRアッセンブリを装着、

サンプルをダイヤモンドクリスタルに接触させている様子

サンプリングが困難な金属製の缶の表面を測定。ConservatIRに装備できる

ダイヤモンドATRを用いて、表面のウレタンコーティング層を検出した。
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ライブラリ検索結果：ポリウレタン

診断用には使用いただけません



まとめ
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• ConservatIRは、「分解できない」 「外せない」 「動かせない」 「希少・貴重品」 「カッティング不可」など

サンプリングができない対象物に対して高感度で測定可能

（例）FT-IRサンプル室に収まらない大きなサンプル（自動車ボディや部品、建材）などに付着したコンタミ

ネーションやコーティング成分の解析、缶表面、美術品の真贋評価

• 搭載可能モデル

小型（Summit、iS5）、ミドルレンジ（iS20）、リサーチグレード（iS50）、旧型モデルなど、

すべてのサーモフィッシャーサイエンティフィック社製FT-IR

• 当社ラボ（リモート含む）や持込デモで

実機を使った測定の様子をご覧いただけます。

Nicolet Summit/ConservatIR Nicolet iS20/ConservatIR Nicolet iS50/ConservatIR

診断用には使用いただけません



参考資料
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ConservatIRリーフレット

※日本語リーフレットも準備しておりますのでお問い合わせください。

ConservatIR 外部反射アクセサリ

https://assets.thermofisher.com/TFS-
Assets/MSD/Datasheets/DS52332-
conservatir-ftir-reflection-
accessory.pdf

診断用には使用いただけません
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アジェンダ

1 FT-IR・近赤外・ラマン製品のご紹介

2 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介①

3 私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介②

診断用には使用いただけません



私がお勧めするアクセサリ・ソフトウエアのご紹介②

Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta ソフトウエア
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充実したサーチ機能

 スペクトルサーチ：一般的な単一成分の検索機能

 多成分サーチ：混合物のスペクトル検索機能

 不純物サーチ：既知成分以外のスペクトル検索機能

充実したデータ処理機能

 差スペクトル、ベースライン補正、スムージング、ピー

ク検出、ATR補正、ブランク、正規化、大気補正など

のスペクトル処理が可能

便利なライブラリ スペクトルの検索

 成分名をテキストサーチして、赤外スペクトルを表示

可能

診断用には使用いただけません



事例①：カタログ表面コーティング膜の確認

FT-IRを用いてカタログ表面をATRで測定

21

カタログ表面にコーティングされた成分

を確認する。

カタログ表面を下に向けてATRクリスタ

ルと接触させ、プレッシャーデバイスで

押さえる。

Nicolet iS5 + ダイヤモンド ATRアクセサリを用い

てカタログ表面コーティング膜の赤外スペクトルを

取得。

カタログ表面コーティング_アドバンストATR補正
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診断用には使用いただけません



事例①：カタログ表面コーティング膜の確認

OMNIC Spectaで多成分サーチを実施した事例

22

①

②

③

第一、第二、第三成分の合成スペクトルとの比較（青色：オリジナル、黒色：合成スペクトル）

第一成分：炭酸カルシウム

第二成分：カオリン

④

第三成分：セルロース

診断用には使用いただけません



事例②：セロハンテープで捕集した白色物の確認

FT-IRを用いてセロハンテープで捕集した白色物をATRで測定

23

セロハンテープで捕集した1 mm程度

の白色物。

セロハンテープの接着面を下に向け、

白色物とATRクリスタルの位置を合わ

せ、プレッシャーデバイスで押さえる。

Nicolet iS5 + ダイヤモンド ATRアクセサリを用い

てセロハンテープ上白色物の赤外スペクトルを取

得。

セロテープ上の白色物＿アドバンスドATR補正
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診断用には使用いただけません



事例②：セロハンテープで捕集した白色物の確認

OMNIC Spectaで不純物サーチを実施した事例

24

①

②

③

④

事前に取得したセロハン

テープの赤外スペクトル

を既知成分として登録

既知成分と第一成分の合成スペクトルとの比較（黒色：オリジナル、青色：合成スペクトル）

セロハンテープ上の白色物 － セロハンテープ ＝ 差スペクトル（青色）

第一成分：ポリスチレン

診断用には使用いただけません



参考資料

アプリケーションノートの紹介

各種アプリケーションノート ダウンロード： https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/technical-resources/application-notes.html?cat=raman&tab=pro
25

OMNIC Spectaによる混合物のライブラリ
サーチ –多成分サーチ、不純物サーチ–

https://assets.thermofisher.com/TFS-
Assets/MSD/Application-Notes/an-086-
ftir-mixture-library-search-an086-ja.pdf

診断用には使用いただけません



Thank you
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診断用には使用いただけません。
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