
Nicolet iN5 ユーザーガイド

Thermo Scientific™ Nicolet™ iN5 顕微鏡は、測定中にサンプルを連続的に見ながら、
透過、反射、および ATR サンプルスペクトルを迅速かつ簡単に測定することを
可能にします。

目次

• はじめにでは、情報の探し方を紹介し、顕微鏡の電源の入れ方を説明して、
顕微鏡の制御方法を確認します。

• 顕微鏡の基礎では、顕微鏡の部品について説明し、使用方法を解説します。

• スペクトルを測定する前にでは、データを測定するための顕微鏡の準備方法
を説明します。

• 測定の基礎では、サンプルスペクトル測定方法を説明します。

• サンプリングアクセサリでは、お客様がお持ちの Nicolet iN5 で使用可能な付
属品に関する情報を提供します。

• メンテナンスとサービスでは、顕微鏡のメンテナンス、部品交換に関する情
報の探し方を紹介します。

• トラブルシューティングでは、生じる恐れがある問題の解決方法を説明しま
す。

はじめに
顕微鏡をご使用になる前に、お客様がお持ちの分光器とシステムソフトウェアの
操作方法を理解する必要があります。この顕微鏡は、 Thermo Scientific OMNIC™ 
または μView™ ソフトウェアとともに使用することができます。これらのパッケ
ージソフトに関する詳細情報については、 Help システムまたはソフトウェアに
付属の他のドキュメントをご参照ください。このマニュアルでは、 OMNIC コマ
ンドを主に参照します。

Nicolet iN5 顕微鏡は、必ず Thermo Scientific 製の分光器システムに取り付けて使
用し、分光器に適切に接続した後にのみご使用になることができます。
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
顕微鏡の基礎
表記規則

必要な情報の探し方

OMNIC ソフトウェアの Help システムには、チュートリアルが付属しています。 

チュートリアルでは、以下の方法について説明しています :

• 様々な環境でのシステムのセットアップ
• スペクトルの数学演算の実行
• レポートおよびお客様の作業結果が含まれているレポートノートブックの作成
• オプションハードウェアの取り付け
• 交換可能な部品の取り換え
• 部品番号と注文情報の入手

顕微鏡の基礎
このセクションでは、顕微鏡の主な部品について説明します。また、顕微鏡の電
源を入れる方法、ビデオ画像の校正方法、サンプルのピントの合わせ方、そして
ステージを水平方向に移動させる方法について解説します。

顕微鏡の部品

以下に示す図で、顕微鏡の重要な部品を確認します。このマニュアルの他のセク
ションを使用する際に、これらの図をご参照ください。 

注意    本システムを作動する作業員は、必ず現場のマニュアルおよび安全マ
ニュアルを 初に読むようにしてください。

危険    避けられないならば、死亡または重傷に負う危険な状況を示します。
警告  避けられないならば、死亡または重傷に負う危険な状況を示します。
注意  危険な状態で、回避しない場合には軽度または中程度の損傷を負うおそ
れがあることを意味します。

注意    システムハードウェアの損傷やデータの紛失を防ぐため、本表示の指
示に従ってください。
注記  有用な補足情報を含んでいます。

注記  以下のメディアを所有している必要があります : 部品交換手順の動画を
視聴するためには、ROM ドライブ内の『Microscope Help and Tutorials ( 顕微鏡
のヘルプおよびチュートリアル )』メディアが必要です。 
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
顕微鏡の基礎
電源スイッチ
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
顕微鏡の基礎
コントロールパネル

コント ロール パネルは、顕微鏡の左側にあります。 

顕微鏡の電源を入れる

建物が停電の場合、または修理、メンテナンスを行う場合を除いて、お使いにな
る分光器と顕微鏡は常に電源を入れた状態にしておくことをお奨めします。電源
を入れた状態にしておくとシステムは周囲と平衡を保ち、 も一貫性のある結果
を得ることができます。

顕微鏡の電源を入れるには、電源スイッチ ON / OFF を押してください。

ピントを合わせる

顕微鏡の左側と右側にある粗動ノブと微動ノブにより、ステージを上下させるこ
とができます (Z 軸方向 )。サンプルをセットする前にステージを下げたり、サ
ンプルのピントを合わせるには、これらのノブを使用してください。

• ピントを合わせる際、まず粗動ノブの 1 つを使用して、サンプルのピントを
大まかに合わせます。 

– 鏡筒やビデオ画像を通して見るよりは、直接サンプルを見てピント合わ
せを行うのが も簡単です。

オプションのパー
ジチューブをここ
に接続します

コンピューターを
ここに接続します

電源スイッチ
ON / OFF

分光器をここ
に接続します

微動ノブ

粗動ノブ

ステージ位置
固定ハンドル
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
顕微鏡の基礎
– ピントが合ってくると、小さく、明るい光点がサンプルの上に見えます。

– 鏡筒やビデオ画像 ( カメラオプションを付けた場合 ) を通して見て、サン
プルがはっきり見えるように、微動ノブの 1 つを使用してピントを合わ
せます。

ステージ位置固定ハンドルを調整する

顕微鏡の右側のピント調節ノブの隣に、ステージの上下方向の位置を固定するの
に使用するハンドルが付いています。このハンドルは、迅速にステージの位置を
戻すためのステージ位置固定ハンドルとしても、また、顕微鏡のハードウェアを
保護するための安全対策にも使用することができます。

 位置固定ハンドルを調整するには

1. ステージピント調節ノブを使用して、ステージの上下方向の位置を調節しま
す。

通常、サンプルがはっきりと見える、ピントが合う位置に調節します。 

2. ステージ位置固定ハンドルハンドルを重く感じるまで回します。 

ステージを下方向に、たとえば、サンプルを交換するために、移動させ、そ
の後粗動ノブをステージが停止するまで回すことにより、迅速にステージを
上下方向の元の位置に戻すことができます。

また、この機能を対物カセグレンとステージを保護するために使用することもで
きます。まず、対物カセグレンの 下部の少し下側まで、ステージを注意深く上
方向に移動させます。その後、ステージ固定ハンドルを重く感じるまで回しま
す。ステージ固定ハンドルを調整すると、ステージを上昇させる際に対物カセグ
レンに誤って打ち当てることなく、作業を開始することができます。

ステージを水平方向に移動させる

標準的な手動ステージをご使用の場合は、ステージ位置決めノブを使用して、
図のようにステージを X 軸方向や Y 軸方向に移動させます。

進む 後方に移動

左に
移動

右に移

ステー
ジ X 軸
位置決めノブ

ステー
ジ Y 軸
位置決めノブ
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
タッチポイント

スペクトルを測定する前に 

• 「システム構成部品の電源を入れる」 ( ページ 6)
• 「検出器を冷却する」 ( ページ 7)
• 「OMNIC ソフトウェアを起動する」 ( ページ 8)
• 「環境設定を開く」 ( ページ 8)
• 「測定条件を選択する」 ( ページ 8)
• 「表示システムを設定する」 ( ページ 9)
• 「システムの性能をチェックする」 ( ページ 12)

システム構成部品の電源を入れる     

建物が停電の場合、または修理、メンテナンスを行う場合を除いて、お使いにな
る分光器と顕微鏡は常に電源を入れた状態にしておくことをお奨めします。電源
を入れた状態にしておくとシステムは周囲と平衡を保ち、 も一貫性のある結果
を得ることができます。

顕微鏡は、分光器の電力を使用します。 

1. 顕微鏡の電源を入れます。 

「電源スイッチ」 ( ページ 3) をご参照ください。顕微鏡が数時間にわたり電
源が入っていなかった場合は、 高の性能を発揮できるよう温度を安定させ
るため、 低 1 時間必要です。

タッチポイントボタン
(Nicolet iS50 分光器でのみ
使用することができます )

注記  このマニュアルと、お客様がお持ちのシステムに付属の、分光器の安全
衛生ガイドに必ず従ってください。 
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
2. コンピューターの電源を入れます。

機器に付属のドキュメントの記載に従い、プリンターやコンピューターの電
源を入れます。

検出器を冷却する

顕微鏡に MCT 検出器を取り付けてある場合、赤外スペクトルを測定する前に、
検出器を液体窒素で冷却する必要があります。顕微鏡に DTGS 検出器を取り付
けてある場合は、冷却は必要ありません ( この手順は省略してください )。 

1. デュワー瓶に約 750 mL (26 液量オンス ) の液体窒素を注入します。

直近に検出器を冷却した場合は、液体窒素の量を減らすことができます。

2. 検出器 注入口を開き、付属の漏斗の細管を検出器 注入口の穴に差し込みま
す。検出器のデュワーが満杯になるまで、液体窒素をゆっくりと注入します。

漏斗や検出器が温まると、液体窒素が急激に沸騰する恐れがあります。 

• 漏斗を 3 回満杯にした後、さらに液体窒素を追加する前に、検出器のデ
ュワーを 1 ～ 2 分間冷却します。 

• 残りの液体窒素を漏斗にゆっくりと注入することにより、検出器のデュ
ワーへの充填を続けます。 

• 注入する液体窒素が残っていない時、デュワーは満杯になります。

• 良の結果を得るには、サンプルを分析する前に、検出器を 低 20 分間
安定させます。 

• Thermo Scientific 製のステンレスデュワー付き検出器は、 大 18 時間まで
冷えた状態が続きます。 

• 赤外スペクトルを測定している時を除き、いつでも必要に応じて液体窒
素を追加することができます。

警告  冷凍焼けに注意してください。液体窒素は非常に低温であり、潜在的な
危険性を持っています。

• 保護具を着用し、一般的な実験の安全基準に従ってください。

• 危険を伴う液体窒素への接触を防ぐため、使用するデュワー瓶または容
器が破損することなく安全に液体窒素を保管できることを確認してくだ
さい。

• デュワー瓶に液体窒素を入れる場合、皮膚に液体窒素が触れないように
注意してください。ゆっくりデュワー瓶に入れてください。検出器を急
速に冷却しすぎると、デュワー瓶から液体窒素がふきこぼれる可能性が
あります。
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
OMNIC ソフトウェアを起動する

デスクトップの OMNIC アイコンをダブルクリックします。

環境設定を開く

環境設定を開くと、多くのソフトウェアオプションを迅速に設定することができ
ます。お客様独自の環境設定を作成し、保存することにより、 OMNIC ソフトウ
ェアを使いやすいようにカスタマイズすることができます。 OMNIC ヘルプトピ
ックスの見出し 「configuration ( 環境設定 )」を探し、「Customizing OMNIC by 
setting options ( オプションを設定して OMNIC をカスタマイズする )」に移動す
ると、詳細な情報を参照することができます。

顕微鏡の性能を確認する場合 ( このセクションで後程説明します ) または 初の
サンプルスペクトルを測定する場合 ( 次のセクションで説明します ) 、格納され
ている DEFAULT.CON という名前のファイルを開きます。 

1. [Open Configuration ( 環境設定を開く )] を [File ( ファイル )] メニューから選
択します。

[Open Configuration ( 環境設定を開く )] ダイアログボックスに、使用可能な環
境設定ファイルが一覧表示されます。

2. DEFAULT.CON という名前のファイルを選択します。

3. [Open ( 開く )] をクリックします。

測定条件を選択する

[OMNIC] メニューバーの下の [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストか
ら測定条件を選択することにより、実施したいデータ測定の種類に応じたソフト
ウェアパラメータを迅速に設定することができます。ドロップダウンリストに
は、これまでに開いたすべての測定条件に加え、デフォルトの測定条件が含まれ
ています。異なる用途で必要なパラメータ設定を伴う、お客様独自の測定条件を
作成し、保存することができます。 

注記  Thermo Scientific EZ OMNIC™ をご使用の場合は、現在の環境設定のみ使
用することができます。異なる環境設定は開くことができません。

注記  ソフトウェアで [iN5 %Transmission (iN5 % 透過 )] または [iN5 %Reflection 
(iN5 % 反射 )] のいずれかを選択してもモードを変更することはできません。
顕微鏡でモードを変更してください。
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
[Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストに選択したい測定条件が表示され
ない場合は、[Collect ( 測定 )] メニューで [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を選
択し、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスの [Open ( 開く )]
ボタンを使用して測定条件を開きます。一度測定条件を開くと、将来選択した場
合にその測定条件が [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストに表示される
ようになります。OMNIC ヘルプトピックスの見出し「experiment ( 測定条件 )」を
探し、「Using Experiment Setup ( 環境設定を使用する )」に移動すると、測定条件を
開くことに関する詳細な情報を参照することができます。

測定条件を選択した後にパラメータを確認または変更したい場合は、[Collect ( 測
定 )] メニューの [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用します。

このセクションの後半で、顕微鏡で透過または反射のサンプルデータを測定する
のに必要な測定条件を選択します ( または開きます )。

表示システムを設定する

サンプルデータを測定する前に、 高の性能を発揮できるように、表示システム
を設定することは重要です。これには、サンプルのビデオ画像の表示やビデオ画
像の校正に影響を与える、 μView パラメータの設定が含まれます。 

ビデオパラメータを設定する

ビデオパラメータ μView は、ビデオドライバによるビデオ画像の表示の仕方を決
定します。 μView の [Video Source ( ビデオ源 )] コマンドを使用することにより、
パラメータを設定することができます。詳細につきましては、『MicroView User 
Guide』の 「Setting Up the Software and Display ( ソフトウェアとディスプレイを設
定する )」セクションの 「Setting the video parameters ( ビデオパラメータを設定す
る )」をご参照ください。

ビデオ画像を校正する

μView では、ビデオ画像を校正して、ビデオペインでの表示と、実視野を調整する
ことができます。つまり、ビデオペインの軸で表現されるマイクロメートル単位
の数値は、視野におけるマイクロメートル単位の数値と一致している必要があり
ます。校正は非常に重要です。ビデオ画像を校正しないと、軸や、ルーラー、描
画された円と長方形などの注釈の値 ( マイクロメートル単位 ) に誤りが生じます。

詳細につきましては、『MicroView Software User Guide』の 「Setting Up the Software 
and Display ( ソフトウェアとディスプレイを設定する )」セクションの
「Calibrating the video image ( ビデオ画像を校正する )」をご参照ください。
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スペクトルを測定する前に
双眼鏡筒を設定する

 双眼鏡筒 ( オプション ) を設定するには

1. 反射と透過ノブを回して、顕微鏡を反射に設定します。 

2. サンプルを対物カセグレンの下側にセットし、輝度 制御を回して照明を調節
し、視野を適度な明るさにします。

3. ステージピント調節ノブを使用して、サンプルの画像がはっきり見えるよう
にします。

4. 両方の接眼レンズの底部をつかみ、鏡筒をのぞき込む際に接眼レンズが目の
真下に来るようにします。

接眼レンズが適切な位置にある場合は、鏡筒を通すと、サンプルの画像が単
独で、はっきりと見えます。

接眼レンズの位置調整を終えた後、接眼レンズの間の目盛の読み値を見ます 
( 白い点がある位置の数値です )。将来、この読み値に接眼レンズを移動させ
ることにより、迅速に位置を調整することができます。

5. 右側の接眼レンズを通して右目で見ながら、ステージピント調節ノブを使用
してサンプル画像のピントを合わせます。

= 透過

= 反射

= 増加

= 減少

ここをつかむ
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
6. 左側の接眼レンズを通して左目で見ながら、画像のピントが合うまで接眼レ
ンズを回します。

これにより視度が設定され、両目で見た際、確実にサンプル画像のピントが
合います。正しい視度の設定値は、視覚の相違により、また個人によって異
なります。

7. 右側の接眼レンズを通して見ながら、内輪を片手で持ち、外輪を回しながら、
レチクル ( 十字線 ) がはっきり見えるまでピントを合わせます。

内輪を持つ

外輪を回す
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Nicolet iN5 ユーザーガイド
スペクトルを測定する前に
右側の接眼レンズ全体を回転させて、思い通りに十字線を正しい位置に調整
することができます。通常、十字線は図のように位置しています。

レチクルを使用して、サンプル表面の距離を測ることができます。顕微鏡内
に、数字目盛があります。レチクル中央部の正方形は、レチクル基準正方形
です。アパーチャをサイズに合わせて調整する際に使用することができ、形
状は一辺 100 μm の正方形です。

システムの性能をチェックする

顕微鏡が良好に機能していることを確認するため、波数 2600 から 2500 における
信号対ノイズ比 (SNR) をチェックすることにより、毎週性能を測定する必要が
あります。次のセクションに記載の手順で、透過と反射両方の望ましいノイズレ
ベルの限界値を紹介します。お客様が反射測定のみを行う場合は、透過ノイズテ
ストを実施する必要はありません。

始める前に ...

• 検出器が冷却されていることを確認します。ヘルプが必要な場合は、検出器
を冷却するをご参照ください。

• これまでのセクションの手順に従い、視度と眼幅を調整します。

• カメラが取り付けられている場合は、 μView を既に実行していなければ起動
します。
( 詳細につきましては、『MicroView Software User Guide』をご参照ください。 )
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透過のノイズテストを実行する

1. 左側の反射と透過ノブを回して、顕微鏡を透過に設定します。

これにより、可視光と赤外ビームがステージの穴を通って下側から上向きに
対物カセグレンへと進みます。

2. 顕微鏡左側のダイアルを回転させて、照明を正しく設定します。

3. ステージからスライドを取り除きます。

4. ステージを水平方向に移動させ、ステージの大きな穴を対物カセグレンの下
に配置します。

「ステージを水平方向に移動させる」 ( ページ 5) をご参照ください。

5. ビデオ画像または鏡筒の視野が適度に明るくなり、透過ピンホールにピント
が合うまで、コンデンサ 上下動ノブと照明を調整します。

6. [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスから　
[iN5_%Transmission (iN5_% 透過 )] 測定を選択します。

ここでは、顕微鏡で透過サンプルデータを測定するための、測定パラメータ
を設定します。( 後半で、3 個のパラメータをノイズテスト専用の異なる設定
値に設定します。 )

7. [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスでこの測定条件を選
択することができない場合は、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用
して開きます。ファイル名は、 iN5_Transmission.exp です。詳細につきまし
ては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し 「experiment ( 測定条件 )」を探し、
「Selecting an experiment ( 測定条件を選択する )」または 「Using Experiment 
Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。 [Collect ( 測定 )] メニュ
ーから [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を選択します。
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[Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスには、 [iN5_Transmission (iN5_ 透過 )] 測定で使用す
る測定パラメータが含まれています。パラメータの詳細につきましては、
OMNIC ヘルプシステムの見出し 「parameters ( パラメータ )」を探し、
「Using Experiment Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。

8. ノイズテスト用にパラメータを設定します。

a. [Collect ( 測定 )] タブをクリックします。

b. [Number of Scans ( スキャン回数 )] を 200 に設定します。

c. [Final Format ( 出力フォーマット )] を [%Transmittance (% 透過 )] に設定し
ます。

d. [Advanced ( 詳細 )] タブをクリックします。

e. [Apodization ( アポダイゼーション )] を [Triangular ( 三角形 )] に設定します。
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9. [Bench ( 光学系 )] タブをクリックします。

[Bench ( 光学系 )] タブには、検出器信号のライブ表示が含まれています。

信号強度の値が、ライブ表示の上部に表示されます。信号が表示されない場合
は、トラブルシューティングセクションの表に記載の説明をご参照ください。

ライブ表示の詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「live 
display ( ライブ表示 )」を探し、「Using the live display ( ライブ表示を使用する )」
に移動します。

10. コンデンサ上下動ノブと水平方向のステージ位置を調節し、信号強度を 大
化します。

コンデンサでサンプル平面の赤外ビームにピントを合わせます。ピントを調
節するには、信号強度が 大になるまでコンデンサ上下動ノブを回します。
適なピントを探るため、ノブを両方向に回す必要がある可能性があります。

11. [OK] をクリックして、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボッ
クスを閉じます。

12. ツールバーにある [Collect Background ( バックグラウンドを測定 )] をクリッ
クします。

ヒント  お客様のサンプルを分析する場合は、サンプルの厚さが異なる場
合を除き、各サンプルを測定する前にコンデンサでピントを合わせる必
要はありません。通常、連続した類似したサンプルの 初のサンプル測
定前に、コンデンサでピントを合わせることは適切です。

バックグラウンド測定の準備を
促すメッセージが表示されます。
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13. [OK] をクリックします。

測定に伴い、バックグラウンドのスペクトルが [Collect Background ( バックグ
ラウンドを測定 )] ウィンドウに表示されます。

14. [No ( いいえ )] をクリックします。

スペクトルウィンドウにバックグラウンドを加えない場合においても、バッ
クグラウンドはメモリに保持され、測定しようとしているサンプルスペクト
ル比を取るのに使用されます。

15. ツールバーにある [Collect Sample ( サンプルを測定 )] をクリックします。

データ測定が終了すると、スペ
クトルをスペクトルウィンドウ
に加えるか尋ねるメッセージが
表示されます。

[Collect Sample ( サンプルを測定 )] ウィン
ドウが表示され、サンプルスペクトルの
デフォルトのタイトルを示すダイアログ
ボックスが表示されます。

測定ゲージの進行バー
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16. テキストボックス内にタイトルを入力するか、 [OK] をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。

17. [OK] をクリックします。

サンプルスペクトルの測定が開始されます。測定の進行状況は、ウィンドウ
の左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

18. [Yes ( はい )] をクリックして、スペクトルをスペクトルウィンドウに追加し
ます。

例 : スペクトルウィンドウに表示されたサンプルスペクトル :

19. 領域ツールを使用して、波数が約 2600 から 2500 のスペクトル領域を選択し
ます。

サンプル測定の準備を促すメッセージが
表示されます。
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20. [Analyze ( 分析 )] メニューから [Noise ( ノイズ )] を選択します。

例 : 典型的なノイズダイアログボックス

Peak-to-Peak ノイズは 0.10 未満でなければなりません。分光器は、顕微鏡の
性能に大きな影響を与えます。 ( 基本的な中赤外性能基準を満たさない古い
分光器の場合、ノイズレベルがより高くなる恐れがあります。 ) ノイズレベ
ルが 0.10 を超える場合は、分光器が正しく機能していることを確認した後、
この手順を繰り返してください。性能確認に関する詳細につきましては、分
光器に付属のドキュメントを参照してください。

テストを繰り返し、以下の条件を満たしていることを確認してください :

• 検出器が冷却されている

• 顕微鏡の左側にあるノブが透過に設定されている

• アパーチャが開放されている

• [Sample Compartment ( サンプルの区分 )] パラメータが、顕微鏡の位置と
透過 (%T) に設定されている

• コンデンサでピントが調節されている

ノイズコマンドの詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し
「noise ( ノイズ )」を探し、「Measuring noise ( ノイズを測定する )」に移動し
ます。

21. [OK] をクリックして、 [Noise ( ノイズ )] ダイアログボックスを閉じます。

22. [Edit ( 編集 )] メニューから [Clear ( 消去 )] を選択し、スペクトルを消去します。

反射のノイズテストを実行する

1. 左側の反射と透過ノブを回して、顕微鏡を反射に設定します。

これにより、可視光と赤外ビームが下向きに対物カセグレンを通ってステー
ジへと進みます。

2. 照明を、光量が 大になるようにします。

これまでの手順につきましては、必要に応じて、ステップ 2 をご参照くださ
い。

3. オプションの可変アパーチャをご使用の場合は、顕微鏡のアパーチャを
100 μm 四方に設定します。

これまでの手順につきましては、必要に応じて、ステップ 8 をご参照くださ
い。
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4. 付属のアルミコートスライドをステージに置きます。

5. ステージを水平方向に移動させ、アルミコードスライドを対物カセグレンの
下に配置します。

これまでの手順につきましては、必要に応じて、ステップ 5 をご参照くださ
い。

6. [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスから　
[iN5_%Reflection (iN5_% 反射 )] 測定を選択します。

ここでは、顕微鏡で反射サンプルデータを測定するための、測定パラメータ
を設定します。( 後半で、3 個のパラメータをノイズテスト専用の異なる設定
値に設定します。 )

[Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスでこの測定条件を選
択することができない場合は、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用
して開きます。ファイル名は、 iN5_%Reflection.exp です。詳細につきまして
は、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「experiment ( 測定条件 )」を探し、
「Selecting an experiment ( 測定条件を選択する )」または 「Using Experiment 
Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。金コートミラーを直接
見ながら ( ビデオ画像を見る、または鏡筒を通して見るのは避けること )、
ステージを上下方向に移動させてミラーの光点にピントを合わせます。 

7. ビデオ画像を見ながら、または鏡筒を通して見ながら、微動ノブを使用して
ミラーの画像にピントを合わせます。

アルミコー
トスライド
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ステージの現在の位置に応じて、上方向または下方向に移動させなければな
らない可能性があります。スライドが対物カセグレンの約 1cm 下に位置して
いる時に、光点にピントが合います。

8. ビデオ画像を見ながら、または鏡筒を通して見ながら、微動ノブを使用して
ミラーの画像にピントを合わせます。

ピントを合わせることができる、わずかな表面の傷を見ることができます。

9. ノイズテスト用にパラメータを設定します。

a. 既に一番前に表示されていない場合は、 [Collect ( 測定 )] タブをクリック
します。

b. [Number Of Scans ( スキャン回数 )] を 200 に設定します。

c. [Final Format ( 出力フォーマット )] を [%Reflectance (% 反射 )] に設定します。

d. [Advanced ( 詳細 )] タブをクリックし、 [Apodization ( アポダイゼーション )] 
を [Triangular ( 三角形 )] に設定します。

10. [Bench ( 光学系 )] タブをクリックします。

検出器の信号強度の値が、ライブ表示の上部に表示されます。信号が表示さ
れない場合は、トラブルシューティングの表に記載の説明をご参照くださ
い。

ライブ表示の詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「live 
display ( ライブ表示 )」を探し、「Using the live display ( ライブ表示を使用する )」
に移動します。

11. [OK] をクリックして、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボッ
クスを閉じます。

12. ツールバーにある [Collect Background ( バックグラウンドを測定 )] をクリッ
クします。

13. [OK] をクリックします。

測定に伴い、バックグラウンドのスペクトルが [Collect Background ( バックグ
ラウンドを測定 )] ウィンドウに表示されます。測定の進行状況は、ウィンド
ウの左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

バックグラウンド測定の準備を
促すメッセージが表示されます。
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14. [No ( いいえ )] をクリックします。

スペクトルウィンドウにバックグラウンドを加えない場合においても、バッ
クグラウンドはメモリに保持され、測定しようとしているサンプルスペクト
ル比を取るのに使用されます。

15. ツールバーにある [Collect Sample ( サンプルを測定 )] をクリックします。

16. テキストボックス内にタイトルを入力するか、 [OK] をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。

17. [OK] をクリックします。

サンプルスペクトルの測定が開始されます。測定の進行状況は、ウィンドウ
の左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

[Collect Sample ( サンプルを測定 )] ウィン
ドウが表示され、サンプルスペクトルの
デフォルトのタイトルを示すダイアログ
ボックスが表示されます。

サンプル測定の準備を促すメッセージが
表示されます。
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18. [Yes ( はい )] をクリックして、スペクトルをスペクトルウィンドウに追加し
ます。

例 : スペクトルウィンドウに表示されたサンプルスペクトル :

19. 領域ツールを使用して、波数が約 2600 から 2500 のスペクトル領域を選択し
ます。

20. [Analyze ( 分析 )] メニューから [Noise ( ノイズ )] を選択します。

例 : 典型的なノイズダイアログボックス

Peak-to-Peak ノイズは 0.10 未満でなければなりません。 ( 基本的な中赤外性能
基準を満たさない古い分光器の場合、ノイズレベルがより高くなる恐れがあ
ります。 ) ノイズレベルが 0.10 を超える場合は、分光器が正しく機能してい
ることを確認した後、この手順を繰り返してください。性能確認に関する詳
細につきましては、分光器に付属のドキュメントを参照してください。

テストを繰り返し、以下の条件を満たしていることを確認してください :

• 検出器が冷却されている

• 顕微鏡の左側にあるノブが透過に設定されている

• アパーチャが開放されている
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• [Sample Compartment ( サンプルの区分 )] パラメータが、顕微鏡の位置と
透過 (%T) に設定されている

• コンデンサでピントが調節されている

ノイズコマンドの詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し
「noise ( ノイズ )」を探し、「Measuring noise ( ノイズを測定する )」に移動し
ます。

21. [OK] をクリックして、 [Noise ( ノイズ )] ダイアログボックスを閉じます。

22. [Edit ( 編集 )] メニューから [Clear ( 消去 )] を選択し、スペクトルを消去しま
す。

測定の基礎 
このセクションでは、お客様がお持ちの Nicolet iN5 顕微鏡でスペクトルの測定
を開始します。固体サンプルを反射、繊維サンプルを透過または ATR 法でスペ
クトル測定する方法を学びます。 3 種類すべてのデータ測定をこの順序で実施
し、本システムの使用の概略を学ぶことをお奨めします。

始める前に ...

分光器と顕微鏡の電源が入っていることを確認してください。詳細については、
「スペクトルを測定する前に」( ページ 6) のシステム構成部品の電源を入れる を
参照してください。

検出器が冷却されていることを確認します。ヘルプが必要な場合は、「スペクト
ルを測定する前に」 ( ページ 6) の検出器を冷却するをご参照ください。

OMNIC を実行していなければ起動します。

μView を既に実行していなければ起動します。あるいは、オプションのカメラが
取り付けられている場合は、『MicroView Software User Guide』 に記載の説明をご参
照ください。 

DEFAULT.CON という名前の設定ファイルを既に開いていない場合は、開きます。
詳細につきましては、「スペクトルを測定する前に」 ( ページ 6) の「Opening 
a configuration ( 環境設定を開く )」を参照してください。
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反射法での測定

顕微鏡が反射測定に設定されている場合、赤外を反射するサンプルの分析に使用
することができます。赤外を反射する典型的なサンプルには、金属基板上の膜や
コーティングが含まれます。反射測定で高品質のデータを測定するには、サンプ
ルが反射基板である必要があります。

この測定では、油性マーカーペンのインクの濃い染みがあるサンプルスライドを
準備する必要があります。 

1. [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスから　
[iN5_%Reflection (iN5_% 反射 )] 測定を選択します。

ここでは、顕微鏡で反射サンプルデータを測定するための、測定パラメータ
を設定します。 

[Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスでこの測定条件を選
択することができない場合は、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用
して開きます。ファイル名は、 iN5_%Reflection.exp です。詳細につきまして
は、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「experiment ( 測定条件 )」を探し、
「electing an experiment ( 測定条件を選択する )」または 「Using Experiment 
Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。

2. 左側のノブを回して、顕微鏡を反射に設定します。

これにより、可視光と赤外ビームが下向きに対物カセグレンを通ってステー
ジへと進みます。

3. 照明を適度な強度に調節します。

適切な照明器具を使用することにより、顕微鏡のピントを合わせるのがより
容易になります。

注記  この測定条件を用いて反射ノイズテストを直前に実施した場合は 
( 前のセクションに記載の通り、 3 個のパラメータ設定を変更 )、 初に 
[iN5_%Transmission (iN5_% 透過 )] 測定を選択した後、 [iN5_%Reflection 
(iN5_% 反射 )] を選択します。これにより、1 つの手順で [iN5_%Reflection 
(iN5_% 反射 )] 測定のすべての測定パラメータが元の設定値にリセットさ
れます。 
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4. 固定アパーチャを取り除くか、オプションの可変アパーチャを開放します。

a. 図のように、ブレードが完全に開くまでノブを回します。

b. 完了したら、スロットの可変アパーチャを交換します。

固定アパーチャを使用している場合は、スロット内で交換しないでくだ
さい。

オプションの可変アパーチャを使用して作業するのに慣れると、スロット
から取り除くことなく簡単に調整できるようになることでしょう。ノブを
回した際、ビデオ画像または鏡筒の視野内で、アパーチャの穴のサイズと
形が変化するのを見ることができます。

5. 簡素なサンプルスライドを準備します。 

たとえば、付属のアルミコートスライドに油性マーカーペンでインクの濃い
染みを描いてください。

注意    

• 固定アパーチャやオプションの金属製可変アパーチャは、注意して取
り扱ってください。

– 散乱を低減するために使用される黒色塗料は、簡単にはがれ落ち
ます。 

– 黒色塗料が除去されると、システムの性能は低下する恐れがあり
ます。

• アパーチャは、注意して取り扱い、保管してください。 

– 埃や指の油等の汚れにより、システムの性能が低下する恐れがあ
ります。   

– 付属のエアダスターを使用して、アパーチャの穴に見える埃をや
さしく取り除いてください。

ノブを回す

ノブを回す
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6. 準備した、インクの染みを含むサンプルスライドをステージに置きます。 

お客様がお持ちのサンプルを反射測定する際は、単にサンプルをスライドの
上に置くか、平らにならない場合はテープで止めてください。使用したいサ
ンプルとバックグラウンドによっては、バックグラウンドを測定するため、
金またはアルミでコーティングされたスライドの上にサンプルを置かなけれ
ばならない可能性があります。場合によっては、分析対象の物質が反射基板
の 上部にあり、基板の露出部をバックグラウンド測定に使用する可能性が
あります。

7. ステージを水平方向に移動させ、サンプルのインクの染みを対物カセグレン
の下に配置します。

8. サンプルを直接見ながら ( ビデオ画像を見る、または鏡筒を通して見るのは
避けること )、ステージを上下方向に移動させてサンプルの光点にピントを
合わせます。

ステージの現在の位置に応じて、上方向または下方向に移動させなければな
らない可能性があります。スライドが対物カセグレンの約 1cm 下に位置して
いる時に、光点にピントが合います。

注記  

• 接着剤や他の物質を除去するために付属のサンプルスライドの 1 つを
洗浄する必要がある場合は、メタノールを少量含ませた清潔な綿布で
拭き取ってください。

• ステージと対物カセグレンとの間の隙間が、大きなサンプルを置くに
は十分でない場合は、ステージをさらに下げることができるように、
コンデンサを取り除くことが可能です。詳細につきましては、顕微鏡
の基礎の大きなサンプルを設置する前にコンデンサを取り外す をご参
照ください。
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9. ステージを水平方向に移動させ、インクの染みを対物カセグレンの下に配置
します。

例 : インクの染みのビデオ画像

10. ビデオ画像を見ながら、または鏡筒を通して見ながら、微動ノブを使用して
インクの染みの画像にピントを合わせます。

11. オプションの可変アパーチャをご使用の場合は、穴が完全にインクの染みの
範囲内に入るようにアパーチャを調節します。

• ノブを片手で回しながら、スロット内のアパーチャをもう一方の手で固
定します。

• ノブをわずかに押し引きして、穴の向きを調節します。

• また、スロット内のアパーチャを回転させることもできます。

例 :
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12. サンプルの塗られていない部分が対物カセグレンの下に来るように、ステー
ジを水平方向に移動させます。

この領域を使って、サンプルのスペクトル比を取るためにバックグラウンド
を測定します。

13. [Collect ( 測定 )] メニューから [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を選びま
す。

[Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスには、[iN5_Reflection (iN5_ 反射 )] 測定で使用する測
定パラメータが含まれています。パラメータの詳細につきましては、
OMNIC ヘルプシステムの見出し 「parameters ( パラメータ )」を探し、
「Using Experiment Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。
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14. [Bench ( 光学系 )] タブをクリックします。

[Bench ( 光学系 )] タブには、検出器信号のライブ表示が含まれています。

信号強度の値が、ライブ表示の上部に表示されます。信号が表示されない場合
は、「トラブルシューティング」 ( ページ 54) に記載の説明をご参照くださ
い。

ライブ表示の詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「live 
display ( ライブ表示 )」を探し、「Using the live display ( ライブ表示を使用する )」
に移動します。

15. [OK] をクリックして、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボッ
クスを閉じます。

16. ツールバーにある [Collect Background ( バックグラウンドを測定 )] ボタンを
クリックします。

バックグラウンド測定の準備を促すメッセージが表示されます。
Thermo Scientific Nicolet iN5 ユーザーガイド 29



Nicolet iN5 ユーザーガイド
測定の基礎
17. [OK] をクリックします。

測定に伴い、バックグラウンドのスペクトルが [Collect Background ( バックグ
ラウンドを測定 )] ウィンドウに表示されます。

測定の進行状況は、ウィンドウの左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

18. [No ( いいえ )] をクリックします。

スペクトルウィンドウにバックグラウンドを加えない場合においても、バッ
クグラウンドはメモリに保持され、測定しようとしているサンプルスペクト
ル比を取るのに使用されます。

19. アパーチャの穴全体にインクが広がるように、ステージを水平方向に移動さ
せます。

サンプルスペクトルを測定する準備ができました。
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20. ツールバーにある [Collect Background ( サンプルを測定 )] ボタンをクリック
します。

[Collect Sample ( サンプルを測定 )] ウィンドウが表示され、サンプルスペクト
ルのデフォルトのタイトルを示すダイアログボックスが表示されます。

例 :

21. テキストボックス内にタイトルを入力するか、 [OK] をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。

サンプル測定の準備を促すメッセージが表示されます。

22. [OK] をクリックします。

サンプルスペクトルの測定が開始されます。測定の進行状況は、ウィンドウ
の左側、ゲージの近傍に表示されます。

ファインダーの上部にある [Collect Status ( 測定ステータス )] インジ
ケータは、測定中および測定後のステータスを表示します。インジ
ケータが緑色のチェックマークの場合は、その時点までに行われ
た、選択したスペクトルの特性チェックにすべて合格しています。
実施する特性チェックを特定するための情報については、 OMNIC 
ヘルプシステムの見出し「quality checks ( 特性チェック )」を探し、
「Quality checks ( 特性チェック )」に移動します。

1 種類以上の特性チェックの実行中に、データ測定で問題が生じた
場合は、[Collect Status ( 測定ステータス )] インジケータが変化する可
能性があります。インジケータが黄色の円の場合、スペクトルは、
スペクトルの特性チェックに不合格（測定値が許容範囲外）です
が、測定を停止するほど重大な問題はありません。インジケータが
赤色の X の場合、スペクトルの品質に問題があります。問題を解決
して、再度スペクトルを測定してください。
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データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加え
るか尋ねるメッセージが表示されます。

[View Collect Status ( 測定ステータスを表示 )] をクリックして、デー
タ測定中に生じた問題のサマリーや、測定に関するその他の情報を 
[Results ( 結果 )] ウィンドウを開くことができます。情報を確認した
後、 [Close ( 閉じる )] をクリックしてください。

23. [Yes ( はい )] をクリックして、スペクトルをスペクトルウィンドウに追加し
ます。

スペクトルウィンドウに表示されたインクのスペクトル :

終的なスペクトルのピークの位置や強度は、特定のサンプル材料に固有の
ものです。

このスペクトルの基線が傾いているのは、サンプルのインクの厚さによるも
のです。スペクトルの基線は、通常一定で滑らかです。基線が 0 log (1/R) に
近いほど ( 反射率 100 %) 良いスペクトルです。 これにより、スペクトル強度
を簡単に測定することができ、スペクトルを、目視や、スペクトルライブラ
リでスペクトルを検索することにより、比較することが可能になります。
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透過法での繊維の測定

顕微鏡が透過測定に設定されている場合、赤外を透過するサンプルの分析に使用
することができます。典型的な赤外を透過するサンプルには、繊維、フィルム、
および生物の 5 ～ 15 マイクロメーターの用途に応じた厚さの横断面が含まれま
す。

この測定では、お客様がご自身で繊維サンプルを載せる、付属のサンプルスライ
ドを使用します。 

1. [Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスから　
[iN5_%Transmission (iN5_% 透過 )] 測定を選択します。

ここでは、顕微鏡で透過データを測定するための、測定パラメータを設定し
ます。

[Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスでこの測定条件を選
択することができない場合は、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用
して開きます。ファイル名は、 iN5_%Transmission.exp です。詳細につきまし
ては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し 「experiment ( 測定条件 )」を探し、
「electing an experiment ( 測定条件を選択する )」または 「Using Experiment 
Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。

2. 左側の反射と透過ノブを回して、顕微鏡を透過に設定します。

これにより、可視光と赤外ビームがステージの穴を通って下側から上向きに
対物カセグレンへと進みます。

3. 照明を、光量が 大になるようにします。

4. 顕微鏡のアパーチャを開放します。

5. 繊維サンプルを準備し、サンプルスライドの上に置きます。

付属の繊維材料見本の繊維や、他の類似の繊維を使用することができます。

注意    この測定条件を用いて透過ノイズテストを直前に実施した場合は 
( 前のセクションに記載の通り、 3 個のパラメータ設定を変更 )、 初に 
[iN5_%Reflection (iN5_% 反射 )] 測定を選択した後、 [iN5_%Transmission 
(iN5_% 透過 )] を選択します。これにより、1 つの手順で [iN5_%Transmission 
(iN5_% 透過 )] 測定のすべての測定パラメータが元の設定値にリセットされ
ます。
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臭化カリウム (KBr) ウィンドウ等の赤外透過基板上でサンプルを保持させた
り、サンプルスライドの穴に繊維を渡し、繊維の端を粘着テープで固定する
ことが可能です。サンプルは、サンプルスペクトルが確実に全吸収ピーク 
(0.4 %T 未満のピーク、または 2.4 吸光度単位を超えるピーク ) を形成しない
ように、十分に薄くする必要があります。 

• 上図のように、サンプルをスライドにテープで固定した後、スライドを
反転させ、顕微鏡に付属のローラー工具を使用して硬い面でサンプルを
平らにします。

• 平らにすると、繊維サンプルの幅が広くなり、透けて見えるようになり
ます。 

– 平らにするには、繊維部分を 4、 5 回ローラーで延ばさなければなら
ない可能性があります。 

– 平らにする前の繊維の直径が 50 マイクロメーター以上の場合は、平
らになった部分を裸眼で見ることができます。 

– 繊維の直径が 50 マイクロメーター未満の場合は、ローラーで延ばす
際に従来の光学顕微鏡で繊維を見ると役立つ可能性があります。

2 個のウィンドウの間のサンプルのスペクトルを測定したい場合は、『Micro 
Compression Cell and Micro Compression Diamond Cell Kit』ユーザーガイドに記載の、
オプションのコンプレッションセルを使用します。

6. ステージを水平方向に移動させ、繊維を対物カセグレンの下に配置します。

7. 繊維を直接見ながら ( ビデオ画像を見る、または鏡筒を通して見るのは避け
ること )、ステージを上下方向に移動させて繊維上の光点にピントを合わせ
ます。

繊維は非常に薄いため、光点を繊維上に配置するためには、ステージを水平
方向にも移動させなければならない可能性があります。

注記  接着剤や他の物質を除去するために付属のサンプルスライドの 1 つ
を洗浄する必要がある場合は、メタノールを少量含ませた清潔な綿布で
拭き取ってください。

サン
プル

サンプル
ウィン
ドウ
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例 : 繊維のビデオ画像

8. ビデオ画像を見ながら、または鏡筒を通して見ながら、ノブを使用し繊維の
画像にピントを合わせます。

9. 標準の固定アパーチャを使用している場合 :

a. 繊維を視野の中心に置きます。

b. 固定アパーチャをスロット内に挿入します。 

c. X-Y ノブをステージ上で移動させ、アパーチャの穴が完全に繊維の範囲
内に入るように、繊維が確実にアパーチャの中央に来るようにします。

固定アパーチャが取り付けられている状態では、サンプルの所望部位が
確実にアパーチャの中心に来るように、繊維の端が見えるようステージ
を端から端まで動かさなければならない可能性があります。 

注意    

• 固定アパーチャやオプションの金属製可変アパーチャは、注意して取
り扱ってください。

– 散乱を低減するために使用される黒色塗料は、簡単にはがれ落ち
ます。 

– 黒色塗料が除去されると、システムの性能は低下する恐れがあり
ます。

• アパーチャは、注意して取り扱い、保管してください。 

– 埃や指の油等の汚れにより、システムの性能が低下する恐れがあ
ります。   

– 付属のエアダスターを使用して、アパーチャの穴に見える埃をや
さしく取り除いてください。
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10. オプションの可変アパーチャをご使用の場合は、穴が完全に繊維の範囲内に
入るようにアパーチャを調節します。

• ノブを片手で回しながら、スロット内のアパーチャをもう一方の手で固
定します。 

• ノブをわずかに押し引きして、穴の位置を調節することができます。 

• また、スロット内のアパーチャを回転させることもできます。

例 : アパーチャの穴が完全に繊維の領域内に入っている様子 :

11. 繊維が完全にアパーチャの穴の外に出るように、ステージを水平方向に移動
させます。

例 :

注記  基板上に配置されたサンプルを分析する場合は、バックグラウンド
を基板を通して測定する必要があります。このような場合は、基板の汚
れていない部位を対物カセグレンの下に移動させます。
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12. [Collect ( 測定 )] メニューから [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を選びます。

[Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスが表示されます。

13. [Bench ( 光学系 )] タブをクリックして、検出器信号のライブ表示を見ます。

14. コンデンサ上下動ノブを調節することにより、信号強度を 大化します。

コンデンサでサンプル平面の赤外ビームにピントを合わせます。ピントを調節
するには、信号強度が 大になるまでコンデンサ 上下動ノブを回します。
適なピントを探るため、ノブを両方向に回す必要がある可能性があります。 

一般に、ビデオ画像または鏡筒の視野が 大輝度に近い場合に、コンデンサ
のピントは 適に調節されています。

お客様のサンプルを分析する場合は、サンプルの厚さが異なる場合を除き、
各サンプルを測定する前にコンデンサでピントを合わせる必要はありません。
通常、連続した類似したサンプルの 初のサンプル測定前に、コンデンサで
ピントを合わせることは適切です。

15. [OK] をクリックして、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボッ
クスを閉じます。

16. ツールバーにある [Collect Background ( バックグラウンドを測定 )] をクリッ
クします。

バックグラウンド測定の準備を促すメッセージが表示されます。
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16.[OK] をクリックします。

測定に伴い、バックグラウンドのスペクトルが [Collect Background ( バックグ
ラウンドを測定 )] ウィンドウに表示されます。

測定の進行状況は、ウィンドウの左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

17. [No ( いいえ )] をクリックします。

バックグラウンドはメモリに保持され、測定しようとしているサンプルスペ
クトル比を取るのに使用されます。

18. アパーチャの穴全体に繊維が広がるように、ステージを水平方向に移動させ
ます。

19. ツールバーにある [Collect Sample ( サンプルを測定 )] をクリックします。

[Collect Sample ( サンプルを測定 )] ウィンドウが表示され、サンプルスペクト
ルのデフォルトのタイトルを示すダイアログボックスが表示されます。

20. テキストボックス内にタイトルを入力するか、 [OK] をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。

サンプル測定の準備を促すメッセージが表示されます。
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21. [OK] をクリックします。

サンプルスペクトルの測定が開始されます。測定の進行状況は、ウィンドウ
の左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

22. [Yes ( はい )] をクリックして、スペクトルをスペクトルウィンドウに追加し
ます。

例 : スペクトルウィンドウに表示された繊維のスペクトル :

終的なスペクトルのピークの位置や強度は、特定のサンプル材料に固有の
ものです。

スペクトルの基線は、一定で滑らかです。基線が 0 log ( 吸光度単位 ) に近い
ほど ( 透過率 100 %) 良いスペクトルです。これにより、スペクトル強度を簡
単に測定することができ、スペクトルを、目視や、スペクトルライブラリで
スペクトルを検索することにより、比較することが可能になります。
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ATR 法による測定

オプションの Slide-On ATR™ システムでは、赤外の吸収力が極めて高い物質や、
通常サンプルの準備をほとんど伴わない、準備が難しい微細な物質を分析するこ
とができます。このような物質の例には、高分子化合物、コーティング、ゴム、
コーティングされた紙、および生物由来物質が含まれます。

ATR 法顕微鏡観察の用途には、以下が含まれます :
• 表面の欠陥や含有物を分析する
• ガラス繊維を分析する
• 生物由来物質を分析する
• 表面分解を分析する
• 高分子化合物を研究する
• 定量的分析を実施する

お客様がお持ちの iN5 顕微鏡の構成には、1 個以上のオプションの Slide-On ATR 
結晶アダプターが含まれている可能性があります。 iN5 顕微鏡は、オプション
で、ゲルマニウム (GE) チップ ATR またはダイアモンド ATR 結晶とともに使用
することができます。  

ATR 結晶アダプター内の結晶と適切な圧力で接触させるには、 Contact Alert™ 
System が役立ちます。 ATR 法による測定の間、システムはサンプルと結晶の間
に働く力を監視しています。 初の接触と適切な圧力を実現すると、インディケ
ータは点灯します。

この測定では、 Slide-On ATR に付属している可能性がある、ポリカーボネートサ
ンプルスライドを使用します。Slide-On ATR にポリカーボネートサンプルスライ
ドが付属していなかった場合は、ガラススライドにビニール袋の切れ端をテープ
で止め、簡素なサンプルスライドを準備します。あるいは、準備されたサンプル
が、オプションの ValPro™ System Qualification とともに使用するオプションの 
Polystyrene Standards Plate と同梱されています。

1. [Experiment (測定条件 )] ドロップダウンリストボックスから　[iN5_Reflection 
(iN5_ 反射 )] 測定を選択します。

ゲルマニ
ウム ATR ア
ダプター

ダイアモ
ンド ATR
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ここでは、 ATR データを測定するための、測定パラメータを設定します。

[Experiment ( 測定条件 )] ドロップダウンリストボックスでこの測定条件を選
択することができない場合は、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を使用
して開きます。ファイル名は、 iN5_Reflection です。詳細につきましては、
OMNIC ヘルプシステムの見出し 「experiment ( 測定条件 )」を探し、
「electing an experiment ( 測定条件を選択する )」または 「Using Experiment 
Setup ( 測定条件の設定を使用する )」に移動します。

2. 左側のノブを回して、顕微鏡を反射に設定します。

3. 顕微鏡左側のダイアルを回転させて、照明の光量が 大になるようにします。

4. 顕微鏡のアパーチャを開放します。

5. ステージに接触アラートプレートを取り付けます。

ステージから円形インサートを取り除き、接触アラートプレートと交換しま
す。 

注意    この測定条件を用いて反射ノイズテストを直前に実施した場合は 
( 前のセクションに記載の通り、 3 個のパラメータ設定を変更 )、 初に 
[iN5_%Transmission (iN5_% 透過 )] 測定を選択した後、 [iN5_%Reflection 
(iN5_% 反射 )] を選択します。これにより、1 つの手順で [iN5_%Reflection 
(iN5_% 反射 )] 測定のすべての測定パラメータが元の設定値にリセットさ
れます。

接触アラートプレート
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6. 接触アラートプレートのケーブルを、顕微鏡の接触アラートプレートコネク
タに接続します。

7. ポリカーボネートサンプルスライド、または事前に準備したスライドを、プ
レートの長方形凹みに置きます。

8. ステージを水平方向に移動させ、プラスチックサンプルを対物カセグレンの
下に配置します。

9. プラスチックサンプルを直接見ながら ( ビデオ画像を見る、または鏡筒を通
して見るのは避けること )、ステージを上下方向に移動させてプラスチック
サンプル上の光点にピントを合わせます。

プラスチックは非常に薄いため、光点をプラスチック上に配置するために
は、ステージを水平方向にも移動させなければならない可能性があります。

10. ビデオ画像を見ながら、または鏡筒を通して見ながら、プラスチックサンプ
ルの画像にピントを合わせます。

11. ATR 結晶アダプターからプラスチックキャップを取り除き、実験用ティッシ
ュを使って結晶の汚れをふき取ります。

以前の測定による結晶上の残留物は、サンプルスペクトルで不要なピークを
生じさせる恐れがあります。

注意    これにより、サンプルに接触した際、過大な圧力が加えられた場合
に、 ATR 結晶が保護されます。ガラススライドは、通常 ATR 結晶に割れ
目が入る前に壊れます。ガラススライドを交換する方が、 ATR 結晶と比
べはるかに安価です。

長方形凹み
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12. 対物カセグレンの前部にあるスロット内に、アダプターを完全に挿入します。

13. [Collect ( 測定 )] メニューから [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] を選びま
す。

[Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスが表示されます。

14. [Preview sample.... ( サンプルのプレビュー ....)] オプションを選択します。 

15. [OK] をクリックして、 [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボッ
クスを閉じます。

16. ツールバーにある [Collect Background ( バックグラウンドを測定 )] をクリッ
クします。

バックグラウンド測定の準備を促すメッセージが表示されます。

17. [OK] をクリックします。

測定に伴い、バックグラウンドのスペクトルが [Collect Background ( バックグラ
ウンドを測定 )] ウィンドウに表示されます。データ測定が終了すると、スペ
クトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋ねるメッセージが表示されます。

18. [No ( いいえ )] をクリックします。

バックグラウンドはメモリに保持され、測定しようとしているサンプルスペ
クトル比を取るのに使用されます。

19. ツールバーにある [Collect Sample ( サンプルを測定 )] をクリックします。

[Collect Sample ( サンプルを測定 )] ウィンドウが表示され、サンプルスペクト
ルのデフォルトのタイトルを示すダイアログボックスが表示されます。

20. テキストボックス内にタイトルを入力するか、 [OK] をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。

サンプル測定の準備を促すメッセージが表示されます。
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21. サンプルスペクトルのプレビューが表示されます。 

結晶がサンプルと接触していないため、現在のところ、サンプルに関連する
ピークが存在しないことに注意してください。

22. 顕微鏡前面の緑色のインジケータが点灯するまで、注意深く、ステージをゆ
っくりと上昇させます。 

この時点で、サンプルは ATR 結晶と初めて接触しました。

注意    過剰な圧力を加えると、ATR 結晶が破損したり、ガラススライドが
割れたりする恐れがあります。次の手順で赤色のインジケータが点灯し
た場合は、必ずステージの上昇を止めてください。赤色のインジケータ
は、 ATR に 大圧力が加えられていることを示しています。

緑色のインジケ
ータ点灯
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23. ゆっくりとステージの上昇を続け、赤色のインジケータが点灯したら、即座
に停止してください。 

付加する力が大きくなると、サンプルのスペクトルのピーク強度も大きくな
ります。

24. 緑色のインジケータが点灯する瞬間まで、ステージをわずかに下降させます。

この時点で、接触圧力と信号強度は、データ測定に 適です。

赤色のインジ
ケータ点灯

緑色のインジ
ケータ点灯
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25. [Continue Collect ( 測定を継続 )] をクリックし、サンプルデータの測定を開始
します。

測定の進行状況は、ウィンドウの左側、ゲージの近傍に表示されます。

データ測定が終了すると、スペクトルをスペクトルウィンドウに加えるか尋
ねるメッセージが表示されます。

26. [Yes ( はい )] をクリックして、スペクトルをスペクトルウィンドウに追加し
ます。

例 : スペクトルウィンドウに表示されたサンプルスペクトル

• スペクトルの基線は、一定で滑らかです。 

• 基線が 0 log (1/R) に近いほど ( 反射率 100 %) 良いスペクトルです。

– これにより、スペクトル強度を簡単に測定することができ、スペクト
ルを、目視や、スペクトルライブラリでスペクトルを検索することに
より、比較することが可能になります。

• ATR スペクトルが、スペクトルの終端の長波長 ( 低波数 ) 域において、バ
ンドがより強くなることに注意してください。

• OMNIC の ATR 補正機能を使用して、スペクトルを、透過スペクトルの
相対強度により類似したものとすることもできます。

27. [Process ( 処理 )] メニューから [Other Corrections ( その他の補正 )] をクリック
し、 [ATR] を選択します。

28. 注意深くステージを上昇させます。 

緑色のインジケータが点灯します。 大限までステージの下降を続けます。
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アダプターを安全に取り外すことができます。

29. 注意深くアダプターを対物カセグレンから取り外し、結晶の汚れを実験用テ
ィッシュでふき取ってください。アダプターは保護包装に戻してください。

ビデオ画像をレポートに取り込む

多くの場合、 OMNIC で作成したレポートに、サンプルのビデオ画像を取り込む
のは便利です。 μView をお持ちの場合は、簡単に実行できます。

1. 取り込みたいサンプルの画像を、ビデオペインに表示します。

良の結果を得るため、画像がはっきり見えるまでピントを合わせます。

2. μView で、 [Image ( 画像 )] メニューから [Copy Video Image ( ビデオ画像のコ
ピー )] を選びます。

これにより、ビデオ画像が Windows™ のクリップボードにコピーされます。

3. OMNIC の [Report ( レポート )] メニューのテンプレートを使用して、[Current 
Clipboard Picture ( 現在のクリップボード画像 )] アイテムまたは [Clipboard 
Picture ( クリップボード画像 )] アイテムを含む、レポートテンプレートを作
成または選択します。

• テンプレートに [Current Clipboard Picture ( 現在のクリップボード画像 )] ア
イテムが含まれている場合は、テンプレートを使用して生成されたレポ
ートに、レポートが生成された時点でのクリップボードの内容が取り込
まれます。 

– これにより、同じテンプレートを使用して様々なサンプルのレポート
を生成することができます。取り込みたいサンプルのビデオ画像を、
レポートを生成する直前にクリップボードにコピーするだけです。

注意    

• 結晶がサンプルに接触している間、結晶の破損が生じる恐れがあります。 

• ステージを水平方向に移動させる際は、結晶とサンプルを接触させない
でください。

すべてのイン
ジケータ消灯
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• テンプレートに [Clipboard Picture ( クリップボード画像 )] アイテムが含ま
れている場合は、テンプレートを使用して生成されたレポートに、レポ
ートが生成された時点でのクリップボードの内容が取り込まれます。 

– これにより、将来生成するすべてのレポートに、直前にクリップボー
ドにコピーしたビデオ画像が表示されます。 

– このアイテムは、変更しない画像をレポートに入れておきたいときに
も役に立ちます。たとえば、会社のロゴなどです。 

– ビデオ画像については、 [Current Clipboard Picture ( 現在のクリップボ
ード画像 )] アイテムがより便利です。

テンプレートコマンドの使用に関する詳細につきましては、 OMNIC ヘルプ
システムの見出し 「テンプレート」を探し、トピック 「レポートテンプレ
ートを選択、編集、または作成する」に移動します。トピックの 上部付近
にある [How To ( 操作手順 )] ボタンをクリックして、ステップバイステップ
の手順を見てください。

4. OMNIC の [Report ( レポート )] メニューの [Preview/Print Report ( レポートの
プレビュー / 印刷 )] を使用して、レポートの表示や印刷を行います。

表示されるレポートは、直前に作成または選択したテンプレートを使用して
生成されたものです。

• テンプレートに [Current Clipboard Picture ( 現在のクリップボード画像 )] ア
イテムが含まれている場合は、レポートには も直近にクリップボード
にコピーした任意の画像が含まれます。この場合、サンプルのビデオ画
像です。 

– レポートの印刷後、またはレポートのプレビュー表示を閉じた
後、 μView を使用して異なるサンプルのビデオ画像をクリップボード
にコピーしてから、[Preview/Print Report ( レポートのプレビュー / 印刷
)] を再び使用して、そのビデオ画像を含むレポートを表示したり、印
刷したりすることができます。

• テンプレートに [Clipboard Picture ( クリップボード画像 )] アイテムが含ま
れている場合は、手順 2 でコピーしたサンプルのビデオ画像がそのレポ
ートに表示され、将来このテンプレートで生成されるすべてのレポート
にこの画像が表示されることになります。

[Preview/Print Report ( レポートのプレビュー / 印刷 )] コマンドの使用に関する
詳細につきましては、 OMNIC ヘルプシステムの見出し「report ( レポート )」
を探し、トピック「Previewing or printing a report ( レポートをプレビュー表示ま
たは印刷する )」に移動します。トピックの 上部付近にある [How To ( 操作
手順 )] ボタンをクリックして、ステップバイステップの手順を見てください。
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バックグラウンドを測定するためのヒント

バックグラウンドスペクトルは、サンプルスペクトル比の品質に重大な影響を与
える可能性があるため、用途に もふさわしい技術を使用して、バックグラウン
ドを測定することが重要です。以下で紹介する、透過法、反射法、および ATR
法による測定に対し、 も良好なバックグラウンドを得るためのヒントを参照下
さい。

• バックグラウンドおよびサンプルスペクトルに対する、水蒸気や二酸化炭素
の吸収による影響を 小限に抑えるため、データを測定する際、顕微鏡と分
光器が適切にパージされていることを確認してください。

• 反射法での測定に使用したいサンプルとバックグラウンドによっては、バッ
クグラウンドを測定するため、金またはアルミでコーティングされたスライ
ドの上にサンプルを置かなければならない可能性があります。場合によって
は、分析対象の物質が反射基板の 上部にあり、基板の露出部をバックグラ
ウンド測定に使用する可能性があります。

• ATR 法による測定でバックグラウンドスペクトルを測定する前に、サンプル
が ATR 結晶と接触しないように、ステージが下がっていることを確認してく
ださい。また、結晶が汚れていないことを確認してください。

• コンプレッションセルを使用して透過データを測定する場合は、臭化カリウ
ム (KBr) の単結晶をセル基板の上に置きます。結晶は、サンプルとほぼ同じ
厚さにする必要があります。穴が結晶の外側に広がっていないことを確認
し、結晶を通してバックグラウンドを測定します。

• ウィンドウの上に、または 2 個のウィンドウの間にサンプルを置いてスペク
トルを測定する場合は、ウィンドウと同じ材料を通してバックグラウンドを
測定します。これにより、サンプルスペクトルの基線がオフセットされるの
を防ぎます。

• 赤外ビームが、 2 個の塩ウィンドウの間の空隙や、空気に囲まれた薄膜等の、
同じ屈折率を持たない 2 つの物質により区切られた、厚みのない空間領域に
入るとフリンジが生じます。 2 個のウィンドウの間でサンプリングしている
場合は、プレート間に臭化カリウム (KBr) の単結晶を置き、臭化カリウムの結
晶を通してバックグラウンドを測定することにより、フリンジの影響を除去
あるいは 小化することができます。

タッチポイントボタン

iN5 顕微鏡

iN5/iS50 インターフェースブラケットには、ユーザーが顕微鏡のビームパスを簡
単に切り替えることができる、タッチポイントボタンが付いています。また、こ
のボタンは、接眼レンズでサンプルを見ながら容易に統合されたサンプリングを
行うことを可能にします。
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タッチポイントボタン (Nicolet iS50 分光器でのみ使用することができます ) この
ボタンは、自動的に分光器を顕微鏡サンプリング用に設定します。タッチポイン
ト LED は、 ATR モジュールのステータスを示し、ステータスは 3 種類あります。

顕微鏡のスペクトル範囲のオプションは、分光器と同様で、分光器の設定に依存
します。詳細につきましては、分光器のヘルプトピックス、または iS50 ATR 
Module ユーザーガイドをご参照ください。

大きなサンプルを設置する前にコンデンサを取り外す

ステージと対物カセグレンとの間の隙間が、大きな透過サンプルを置くには十分
でないと判断した場合は、ステージをさらに下げることができるように、コンデ
ンサを取り除くことが可能です。 ( コンデンサは反射法での測定では使用されま
せん )

始める前に :

• コンデンサ上下動ノブを調節することにより、信号を 大化します。

• 透過に設定され、ステージにサンプルが設置されていない顕微鏡で得られた、
検出器の信号強度の記録を取ります。

信号強度は、 [Experiment Setup ( 測定の設定 )] ダイアログボックスの [Bench ( 光
学系 )] タブ上のライブ表示の上に表示されます。

• ライブ表示の右側にある [Peak To Peak (Peak-to-Peak)] を選択することにより、
強度の Peak-to-Peak 値を表示します。

• コンデンサを再度取り付けた後、信号を再び 大化し、記録された値と比較
してコンデンサが正しく取り付けられたことを確認します。

 コンデンサを取り外すには

1. ステージからサンプルを取り除きます。

2. 粗動ノブを使用して、コンデンサステージを も高い位置まで上昇させます。

3. コンデンサ 上下動ノブを使用して、コンデンサステージを も低い位置まで
下降させます。

LED ステータス 意味

オン 使用できる状態です

オフ システムは顕微鏡サンプリング用に設定されていません

点滅 光学的な設定を再度行っています

注意    ステージを上昇させる際は、対物レンズがサンプルまたはステージ
に当たらないように気を付けてください。
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4. キャプティブサムスクリューを 大限緩めます。

5. ステージ位置決めノブを使用して、ステージを後側に 大限移動させます。

これにより、ステージ位置決めノブが邪魔にならない場所に移動するため、
次の手順でコンデンサを取り外すことが可能になります。

6. 注意深くコンデンサをスライドさせ、右側の穴から取り出します。

これで、ステージを下降させ、サンプルを設置することができます。 

コンデンサを再度取り付ける

 コンデンサを再度取り付けるには

1. ステージからサンプルを取り除きます。

2. 粗動ノブを使用して、ステージを も高い位置まで上昇させます。

3. ステージ位置決めノブを使用して、ステージを後側に 大限移動させます。

4. 注意深くコンデンサを右側から正しい位置へとスライドさせます。

キャプティブサムスクリューを含むブラケットは、 も低い位置で静止して
います。そうでない場合、コンデンサ上下動ノブを使用して、 大限下げて
ください。

5. キャプティブサムスクリューでコンデンサを固定します。

a. コンデンサを、ねじ穴とサムスクリューの位置が合うように、適切な場
所に配置します。 

b. サムスクリューを左手で締める間、コンデンサを右手で固定します。 

注意    内部ミラーの破損を防ぐため、コンデンサ上部の穴に指や他の物体
を入れるのは避けてください。

キャプティブサ
ムスクリュー

止めねじ

注意    ステージを上昇させる際は、対物レンズがサンプルまたはステージ
に当たらないように気を付けてください。
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サムスクリューは手できつく締めるだけにしてください。性能が悪化す
る恐れがあります。

6. [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボックスの [Bench ( 光学系 )] 
タブのライブ表示を見ている間、コンデンサ上下動ノブを使用して検出器信
号を 大化してください。 

7. コンデンサの止めねじをいずれかの方向に微調整し、検出器信号を再び 大
化してください。

得られる信号強度は、コンデンサを取り外す前に記録した値のプラスマイナ
ス 20 % 以内となります。そうでない場合は、上記の手順に従って、もう一
度コンデンサを取り外し、再度取り付けてください。

完了すると、顕微鏡を使用することが可能になります。

サンプリングアクセサリ     
このセクションでは、 Thermo Scientific により提供されるサンプリングアクセサ
リの種類を説明します。アクセサリに付属のドキュメントがある場合は、アクセ
サリと同梱のマニュアルを必ず通読してください。

コンプレッションセルアクセサリ

オプションのコンプレッションセルにより、 大厚さ 15 マイクロメーターの、
繊維、フィルム、チップ、泡等の赤外透過サンプルを簡単に平らにしたり、取り
付けたりすることができます。このセルは、厚すぎるサンプルを薄くし、また小
さなサンプルの位置を固定するのに役立ちます。また、コンプレッションセル
は、粉末や液体の分析に使用することができます。

コンプレッションセルの使用に関する詳細につきましては、『Micro Compression 
Cell and Micro Compression Diamond Cell Kit』ユーザーガイドをご参照ください。

ご注文に関する情報につきましては、 OMNIC の [Help ( ヘルプ )] メニューの 
[Microscope ( 顕微鏡 )] を参照し、 [Replacing Parts ( 部品を交換 )] を選択して、
[Ordering parts ( 部品を注文 )] ブックの [Ordering parts ( 部品を注文 )] を表示して
ください。 

ATR サンプリングアクセサリ

顕微鏡で ATR 法による測定を実施するため、ゲルマニウム (Ge) およびダイアモ
ンド ATR 結晶アダプターを使用することができます。結晶の材料の種類は、サ
ンプルに赤外ビームが貫通する深さに影響を与えます。アダプター用の結晶の交
換品を購入することもできます。 

ご注文に関する情報につきましては、 OMNIC の [Help ( ヘルプ )] メニューの 
[Microscope ( 顕微鏡 )] を参照し、 [Replacing Parts ( 部品を交換 )] を選択して、
[Ordering parts ( 部品を注文 )] ブックの [Ordering parts ( 部品を注文 )] を表示して
ください。
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メンテナンスとサービス
お客様がお持ちの顕微鏡のメンテナンスとサービスに関する情報につきまして
は、 OMNIC の [Help ( ヘルプ )] メニューの [Microscope ( 顕微鏡 )] を参照し、
[Replacing Parts ( 部品を交換 )] を選択して、[Service and maintenance ( サービスとメ
ンテナンス )] ブックのトピックスを表示してください。また、このマニュアルの
スペクトルを測定する前にの「システムの性能をチェックする」 ( ページ 12) セ
クションをご参照ください。

注意    固定アパーチャ、またはオプションの金属製可変アパーチャの黒色塗
料は、家庭用のろうそくを使用して簡単に再塗装できます。オプションのガ
ラス製可変アパーチャは、黒色塗料を塗る必要はありません。

• アパーチャをイソプロピルアルコールで洗浄してください。   

• ろうそくの炎の上に、短時間アパーチャを固定してください。 

– アパーチャの穴の周りに煤が均等に付着するまで、繰り返してくださ
い。 

• アパーチャの反対側に対しても、この手順を繰り返してください。 

• 拡大して、アパーチャに煤の大きな粒子が付着していないか確認してく
ださい。 

• 煤の大きな粒子を家庭用のピンまたは同等の鋭い物体で取り除いてくだ
さい。

ちり粒
子の例

洗浄前 洗浄後
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トラブルシューティング
以下の表では、顕微鏡を使用する際に生じる恐れがある問題と、解決方法を説明
しています。ここに記載の手順に従って問題を解決できなかった場合は、当社ま
でお問い合わせください。

問題点 考えられる原因 ソリューション

ノイズテストに
失敗した。

顕微鏡のピントが合って
いない。

分光器が正しく機能して
いない。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。

分光器の動作を確認します。詳細
につきましては、分光器に同梱さ
れている文書をご参照ください。

画像が表示され
ない。

顕微鏡のピントが合って
いない。

照明の出力が低すぎる。

照明に電力が供給されて
いない。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。

照明ノブで照明の出力を上げてく
ださい。

顕微鏡の電源スイッチが入ってい
ることを確認してください。

画像がぼやけて
いる。

顕微鏡のピントが合って
いない。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。
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ビームパスにサ
ンプルがない場
合、信号が弱
い。

顕微鏡が正しいモードで
はない。

顕微鏡のピントが合って
いない。

検出器が冷却されていな
い。

測定パラメータが正しく
設定されていない。

必要に応じて、顕微鏡を透過また
は反射に設定してください。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。

「検出器を冷却する」 ( ページ 7)
検出器の温度が下がるまで 低 10 
分間待ってから取り扱ってくださ
い。

[Sample Compartment ( サンプルの区
分 )]、[Detector ( 検出器 )]、[Aperture 
( アパーチャ )]、 [Velocity ( 速度 )]、
および [Gain ( ゲイン )] のパラメー
タが [Experiment Setup ( 測定条件の
設定 )] ダイアログボックスで正し
く設定されていることを確認して
ください。

問題点 考えられる原因 ソリューション
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信号がライブ表
示に全く表示さ
れない。

顕微鏡が正しいモードで
はない。

顕微鏡のピントが合って
いない。

検出器が冷却されていな
い。

ビームパスが遮断されて
いるか、正しく設定され
ていない。

アパーチャが正しく調節
されていない。

外部カメラが切断されて
いる。

USB ケーブルが切断され
ている。

分光器のケーブルが、コ
ントロールパネルの分光
器コネクタにしっかりと
取り付けられていない。

必要に応じて、顕微鏡を透過また
は反射に設定してください。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。

「検出器を冷却する」 ( ページ 7)
検出器の温度が下がるまで 低 10 
分間待ってから取り扱ってくださ
い。

ビームパスからその他の障害物を
取り除いてください。 [Experiment 
Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアロ
グボックスの [Sample Compartment 
( サンプルの区分 )] パラメータが、
顕微鏡のモードと位置に応じて設
定されていることを確認してくだ
さい。

アパーチャを調整してください。

外部カメラケーブルを、カメラと
顕微鏡本体との間に接続してくだ
さい。

USB ケーブルをコントロールパネ
ルとコンピューターとの間に接続
してください。

ケーブルを取り付けてください。

問題点 考えられる原因 ソリューション
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ビームパスにサ
ンプルを置いた
場合、信号が弱
い。

サンプルフォー
カスステージの
ピントが合って
いない。

顕微鏡が正しいモードで
はない。

顕微鏡のピントが合って
いない。

検出器が冷却されていな
い。

コンデンサのサムスクリ
ューをきつく締めすぎで
ある ( 透過法で測定する
場合のみ )。

測定パラメータが正しく
設定されていない。

分光器の赤外エネルギー
レベルが低い。

サンプルが正しく準備さ
れていない。

サンプルステージのステ
ージピント調節ノブの張
力が正しく設定されてい
ない。

必要に応じて、顕微鏡を透過また
は反射に設定してください。

顕微鏡のピントを合わせてくださ
い。透過法での測定については、
サンプルとコンデンサ双方のピン
トを必ず合わせてください。

「検出器を冷却する」 ( ページ 7)
検出器の温度が下がるまで 低 10 
分間待ってから取り扱ってくださ
い。

サムスクリューをきつく締めすぎ
ていないことを確認してください。

[Sample Compartment ( サンプルの
区分 )]、 [Detector ( 検出器 )]、
[Aperture ( アパーチャ )]、[Velocity (
速度 )]、および [Gain ( ゲイン )] の
パラメータが [Experiment Setup ( 測
定条件の設定 )] ダイアログボック
スで正しく設定されていることを
確認してください。

[Sample Compartment ( サンプルの区
分 )] を [Main ( メイン )] に設定し、
[Experiment Setup (測定条件の設定 )] 
ダイアログボックスの [Bench ( 光
学系 )] タブで信号強度を確認して
ください。低い場合は、サンプル
区分が透明であることを確認した
後、分光器を直列に接続してくだ
さい。問題が解決しない場合は、
分光器の電源を確認してください。
詳細につきましては、分光器に同
梱されているドキュメントをご参
照ください。

サンプルを正しく準備してくださ
い。たとえば、透過サンプルとし
て厚いものは適しません。

サンプルステージの張力を大きく
してください。

問題点 考えられる原因 ソリューション
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張力を設定するには

1. 左側の粗動ノブを左手で固く握ってください。

2. 同時に、右側の粗動ノブを右手でつかんでください。

3. 右側のノブを時計回りに回して張力を増加させるか、反時計回りに回して張
力を減少させます。

4. 望ましい張力を得られたことを確認するため、テストしてください。 

5. 必要に応じて、手順を繰り返します。

お問い合わせ先

技術支援：www.thermofisher.com

本書は、Thermo Fisher Scientific Inc. 製品をご購入頂いたお客様が製品の操作に使用
することを目的としています。本書は著作権法で保護されており、 Thermo Fisher 
Scientific Inc. の書面による承諾なしにその全部もしくは一部を複製することは固
く禁じられています。

本書の内容は、予告なく変更されることがあります。本書のすべての技術情報
は、参考を目的としてのみ使用してください。本書に記載されているシステム構
成や仕様は、ご購入者がこれまでに入手したすべての情報より優先されます。 

Thermo Fisher Scientific Inc. は、本書の完全性、正確性、または誤りがないこと
を保証するものではなく、文書の指示に正しく従った場合であっても、本書の使
用によって生じた可能性のある過失、不作為、損傷または損失について責任を負
わないものとします。 

本書は、 Thermo Fisher Scientific Inc. と購入者との間における売買契約の一部をな
すものではありません。本書に基づいて売買条件が決定または変更されることは
一切ないものとし、 2 つの文書の間で矛盾する情報についてはすべての場合にお
いて売買条件が優先されるものとします。

注意    張力が小さすぎる場合、ステージが自重とサンプルの重さで急降下
し、サンプルにピントが合わなくなります。
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