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フーリエ変換赤外分光光度計
Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

IRXross



安心の規制対応

様々なニーズを満たす卓越した性能

簡単操作と解析を実現する独自機能

IR, Xross over

IRXross™は、新たな赤外分光分析の概念を創造します。

多様な用途が求められる新しい時代に、最適なソリューションを。

Analy t i ca l  In te l l igence は、島津製作所が提案する分析機器の新しい概念です。システムやソフトウェアが、

熟練技術者と同じように操作を行い、状態・結果の良し悪しを自動で判断し、ユーザーへのフィードバックや

トラブルの解決を行います。また、分析機器に対する知識や経験の差を補完し、データの信頼性を確保します。
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様々なニーズを満たす卓越した性能
High Performance Sensitivity for Countless Solutions

IRXrossはミドルクラスFTIRでありながら、ハイエンドクラス並のS/Nを実現。1分積算でP-P値55,000:1以上というクラス最高

レベルの低ノイズを可能にしました。

驚異的な低ノイズ

試料室上にサンプルの無い状態でBKG・サンプルを連続で測定し、100%Tラインを取得しました。水蒸気のピーク、二酸化炭素

のピークを除くと、ノイズ量（P-P値）でわずか±0.005%Tで、ノイズの少ないデータが取得可能です。

ビームスプリッタ
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IRXross
Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

様々なニーズを満たす卓越した性能
High Performance Sensitivity for Countless Solutions

IRXrossはミドルクラスFTIRでありながら、ハイエンドクラス並のS/Nを実現。1分積算でP-P値55,000:1以上というクラス最高

レベルの低ノイズを可能にしました。

S/N 55,000:1 が叶える超高感度測定

IRXrossと1回反射ATR測定装置を用いて、紙面上のオイルシミを分析。そのまま分析しても良好なピークは得られないため、

シミ部分をn-ヘキサン溶媒で抽出し、抽出液をATRプリズム上に滴下して分析しました。吸光度0.00023という非常に微弱な信号

も感度よくキャッチすることが可能です。
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試料室上にサンプルの無い状態でBKG・サンプルを連続で測定し、100%Tラインを取得しました。水蒸気のピーク、二酸化炭素

のピークを除くと、ノイズ量（P-P値）でわずか±0.005%Tで、ノイズの少ないデータが取得可能です。

より速い反応の追跡を可能にする

高速測定

紫外線硬化樹脂の硬化反応を追跡。紫外線照射後

5.0秒から1,635 cm-1に位置するピーク強度が減少し

始め、5.5秒で反応が終了していることがわかります。
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温室効果ガスとして環境問題となるN2Oガス（500 

ppm）を分析。分解能1.0 cm-1では二股にしか見えない

2,230 cm-1付近のピークが、高分解で測定することに

より正確に分離されていることがわかります。
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IRXross
Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

分析目的の選択

1 Click

簡単操作と解析を実現する独自機能
Built-in Analytical Intelligence

確認試験に特化したサポート

プログラム

薬局方や食品添加物公定書の「赤外スペクトル吸収法」

など、各国の薬局方や公定法に記載されている確認方法

に基づき、 検定試料の良否を判定するプログラムです。

医薬品・食品の確認試験だけでなく、受け入れ検査や

出荷前検査などに活用できます。標準品と検定試料の

ピーク波数の誤差、ピーク間の強度比の誤差を計算し、

合否判定を行うことが可能。結果はレポートで印刷され

ます。

異物として多く検出される物質のスペクトル（550以上）を

収録した異物ライブラリと島津独自のアルゴリズム（特許第

5205918号）を組み合わせて、測定された異物を高い精度

で同定します。解析後、自動的に判定し、レポートが作成さ

れます。異物が混合物の場合でも、主成分・副成分を検索し、

判別した物質の確度も表示します。混合物の成分数を指定

する必要がなく、赤外分析の習熟度が低い方でも簡単に

分析ができます。スペクトルを選んでから解析結果が表示

されるまで、わずか数秒です。

異物分析に特化したサポート

プログラム

プラスチックを分析する場合、その材質を定性するために

ライブラリを用いますが、熱や紫外線によって変性（劣化）

したプラスチックの赤外スペクトルは、標準品のスペクトル

形状とは異なり、定性を困難にするケースがあります。本

製品では、搭載した劣化ライブラリにより、劣化状態を反映

した精度の高い定性を可能にします。

異物分析・マイクロプラスチック分析に

有効なライブラリ　（オプション）

Plastic Analyzerメソッドパッケージ

島津独自のライブラリから、一般試薬や高分子まで、豊富な

ライブラリを標準搭載。新たにライブラリを購入しなくても、

標準のシステムで、充分な定性分析ができます。

確認試験・異物分析に有効なライブラリ

総数約12,000のスペクトルライブラリ

IR Pi lot™によるeasy naviで誰でも簡単スタート

総数23個のアプリケーションをマクロ化し標準搭載。

FTIRによる分析に不慣れな方でも分析目的と付属品を

選択するだけで、簡単に分析ができます。パラメータの

設定は必要ありません。複数検体の場合はワンクリック

で使用可能です。

一般試薬

ポリマー 無機物

医薬品・農薬
島津食品添加物ライブラリ

（食品添加物公定法掲載物質）

 島津異物解析プログラム用
ライブラリ
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IRXross
Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

除湿器搭載（オプション）による高い

耐久性

固体高分子電解質膜を利用し、干渉計内の

水分を電気分解して除去するタイプの除湿器

を採用。常時光源をつけておかなくても、干渉

計内を低湿度に保ちます。常時光源をつけて

おいた場合に比べて、除湿器を使用することで

消費電力を約90%抑えられます。

安心の規制対応
Complies Fully with Regulations

薬局方の測定波数範囲に対応した耐湿性窓板を選択可能

窓板はKBr窓かKRS-5窓を選択頂けます。KRS-5窓は90%RH（ただし、温度30℃まで）の耐湿性を維持

しつつ、薬局方に対応可能（波数範囲：350 ～ 7,800 cm-1）です。

透過率が高く、高感度
高湿環境では潮解する可能性がある

KBr窓と比較して
・耐湿性が高い
・透過率は低いため、S/Nは下がる

350 ～ 7,800 cm-1

90%T程度

KRS-5窓KBr窓

窓板

耐湿性

波数範囲

透過率

特徴

70%T程度

耐湿コート付き
設置環境上限：～ 70％RH
（結露なきこと）

設置環境上限：～ 90％RH
（ただし温度30℃まで結露なきこと）

IRXrossの起動時（起動スイッチON時）と

待機時（起動スイッチOFF、除湿器は起動）の消費電力

0
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IRXross
Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

信頼性あるLabSolutions™ソフトウェア

基本機能を搭載したLabSolutions IRに加え、ER/ES関連規制に対応したソリューションとして、LabSolutions DB IRおよび

LabSolutions CS IRもラインナップしています。

LabSolutions DB IR

1台のPCで安全なデータ管理ができるLabSolutions DB IRは、

LabSolutions IR に分析データの管理機能を統合し、厚労省

ER/ES指針などの規制に対応した製品です。本製品は、1台のPC

でデータをまとめて管理されるお客様にとって最適な構成で、ネッ

トワーク接続が不要、スタンドアロンに限定してER/ES対応を行い

たい方におすすめです。

一連の分析の分析情報と分析結果・条件、さらに分析作業の開始から終了までのすべての操作ログをひとつのPDFファイルと

してまとめることで、一連の分析操作の「見える化」が可能です。これにより、分析結果や分析操作の確認が容易になり、確認

作業の効率化と信頼性の確保を実現します。

LabSolutions CS IR

分析ネットワークに自由にアクセスできるLabSolutions CSにLabSolutions IRを接続することができ、すべての分析データが

サーバーコンピューターのデータベースで管理されるので、ネットワーク上のどのPCからでもデータを読み込むことができます。

利用者が多く、LC/GCのデータと一緒にサーバー管理して、ER/ES対応を行いたい方におすすめです。

分析機器室または、居室クライアント PC LabSolutions サーバー

アクイジションコントローラ PC

一連の分析操作を「見える化」

安心のデータインテグリティ対応

業務やシステムの運用に合わせて管理できるプロジェ

クト管理機能があります。この機能は、プロジェクト単

位に装置管理、ユーザー管理、セキュリティポリシー

とデータ処理の設定を行うことができ、データ検索や

業務の管理作業をスムーズに行うことができます。

データの信頼性を担保するためのオーディットトレイルの

設定やシステムで発生したイベントをメール送信する機能が

設定できます。ユーザーアカウントに対して、パスワード長や

パスワードの有効日数、複雑さの設定、不正アクセスのための

ロックアウト機能の設定、登録ユーザーの削除やステータス

の変更に対する設定を行うことができ、高いセキュリティで

システムを運用できます。データファイル等の上書き保存に対

する設定やレポートに出力する項目に関する設定も行えます。

プロジェクトごとに関連情報を管理堅牢なセキュリティ

LabSolutionsサーバー

Aプロジェクト

Bプロジェクト
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の変更に対する設定を行うことができ、高いセキュリティで

システムを運用できます。データファイル等の上書き保存に対

する設定やレポートに出力する項目に関する設定も行えます。

プロジェクトごとに関連情報を管理堅牢なセキュリティ

LabSolutionsサーバー

Aプロジェクト
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微小領域の測定には顕微鏡が適しています。光を絞るため、通常測定より光量が損なわれ

ますが、高感度の干渉計により微小ピークを的確に捉えます。

電気電子分野　（不良解析、異物分析）

紫外線硬化樹脂などの、反応の変化を追うためにはラピッドスキャン測定が有効です。

オプションのラピッドスキャンソフトウェアにより、1スキャンごとのターゲットピークの

時間変化を可視化できます。スキャン速度が高速になると標準のDLATGS検出器では、

その周波数特性により感度が損なわれます。オプションのMCTキットを搭載可能なので、

高速のスキャンでも高感度に測定が可能です。

高分子分野　（材料の反応追跡）

多様なシーンで活躍するアプリケーション
Applications and Options

赤外顕微鏡AIM-9000　自動不良解析システム

明るい理想的な光学系と高感度MCT検出器を採用し、微小試料の

測定を高感度に行えるだけでなく、不良解析の一連の作業をより

簡単に素早く行えるよう自動化しました。

ATR反射対物鏡

赤外顕微鏡AIM-9000でATR測定を行う際に使用する対物鏡です。

コーンタイプのプリズムを採用し、倍率は15倍、平均入射角45°、

反射回数は1回です。プリズムはスライドオンタイプで、可視観察

⇔赤外測定が簡単に切り替え可能です。

マッピングプログラム

赤外顕微鏡AIM-9000と組み合わせて、試料の表面の吸収分布を

測定し、イメージングデータを作成します。合成された可視画像上

でマッピングする範囲、測定間隔、バックグラウンド位置などのマッ

ピングパラメータを設定することが可能です。

ラピッドスキャン

最大20回/秒の高速で、試料のスペクトルを一定の時間間隔で継続して測定し、スペ

クトル全体の形状の変化や、特定のピークの大きさの変化を示すタイムコースグラフ

を表示し、試料の反応追跡、時間変化などを測定するプログラムです。数秒で終了す

る高速な反応の追跡が可能です。ピーク高さや面積の他に、それらからさらに計算さ

れた値から変化を追跡することができます。

MIRacle™ 10

1回反射型ATR測定装置です。液体はプリズムに滴下するだけで、その他の試料はプ

リズム表面に載せてクランプで密着させて試料表面のスペクトルを測定します。大き

な（面積の広い）試料を切断せずに測定できます。入射角は45°です。ZnSe、Ge、ダ

イヤモンド/ZnSeの3種類のプリズムから選べます。また、それぞれに圧力センサー

の有無が選べます。屈折率の高い試料にはGeプリズムが適しています。

QATR™ 10

1回反射型ATR測定装置です。プリズムはダイヤモンドのみでできていますので、

400 cm-1までの測定ができます（広帯域仕様）。液体はプリズムに滴下するだけで、

その他の試料はプリズム表面に載せ、クランプで密着させて試料表面のスペクトルを

測定します。入射角は45°です。ダイヤモンド（広帯域仕様/ハイスループット仕様）、

Ge、ZnSeの４種類のプリズムから選べます。屈折率の高い試料にはGeプリズムが

適しています。
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ガス分析には、ガスの種類や濃度に応じたセル長/窓材の選択が必要です。光路長が長くなれば、通常測定より光量が損なわれま

すが、高感度の干渉計によりベースラインのノイズが抑えられ、安定したデータを提供します。さらに、MCTキットを搭載すること

ができ、より高感度化も可能です。

ガスセル

気体試料の測定にはガスセルを用います。濃度によって光路長を

選びます。5 cm、10 cmの短光路のものから10 m以上の長光路

ガスセルもあります。

MCTキット

金属基板上の単分子膜分析や高速反応追跡、長光路ガスセルを使用した低濃度ガス分析など、多くの光量を利用できない分析

では高感度MCT検出器を利用します。MCTキットは IRXrossに取り付け、標準のDLATGS検出器と切り替えて使用できます。

検出器切り替えは制御ソフトウェアであるLabSolutions IRから自動で切り替え可能。液体窒素認識センサを内蔵し、検出器素子

が冷却されていないときは電流を流さないようにして、検出器を保護しています。

半導体分野
（半導体関連ガスのモニタリング）

環境分野
（排ガス分析）

タイムコース測定

試料を一定の時間間隔で測定し、スペクトル全体の形状変化や、

特定ピークの大きさの変化から試料の反応追跡、時間変化などを

測定するプログラムです。ピーク高さや面積、定量値、自由計算値

から変化を追跡することができます。測定終了後、データは3次元

データとして保存され、鳥瞰図または等高線表示ができます。測定

間隔は最短で7秒です(16 cm-1、1回積算、ミラー速度 9 mm/秒

の条件 )。

光路長5 cmガスセル 長光路ガスセル
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