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今日は
「こんなサンプルどう測定するの！？」

にお答えします。

サンプリングサンプリングサンプリングサンプリング（前処理）とは（前処理）とは（前処理）とは（前処理）とは

そのままでは測定できないサンプルに対して、削る、切り出す、取り出す、そのままでは測定できないサンプルに対して、削る、切り出す、取り出す、そのままでは測定できないサンプルに対して、削る、切り出す、取り出す、そのままでは測定できないサンプルに対して、削る、切り出す、取り出す、
粉砕する、プレスする、伸ばす、溶かす・・・などの手を施すこと粉砕する、プレスする、伸ばす、溶かす・・・などの手を施すこと粉砕する、プレスする、伸ばす、溶かす・・・などの手を施すこと粉砕する、プレスする、伸ばす、溶かす・・・などの手を施すこと

サンプリングのコツ、お教えします！



今回の目次

お話しする試料形態
① 溶剤に溶けにくい樹脂
② 水分を含んだ試料
③ 多層フィルム
④ 様々な試料の断面出し

⑤ 繊維に絡みついた異物



①溶剤に溶けにくい樹脂

そのまま測定そのまま測定そのまま測定そのまま測定

TabletMasterでKBｒ錠剤化

薄い膜にしないと吸収が飽和する・・・薄い膜にしないと吸収が飽和する・・・薄い膜にしないと吸収が飽和する・・・薄い膜にしないと吸収が飽和する・・・
溶剤に溶かして？・・・溶かす溶媒は何がいい？溶剤に溶かして？・・・溶かす溶媒は何がいい？溶剤に溶かして？・・・溶かす溶媒は何がいい？溶剤に溶かして？・・・溶かす溶媒は何がいい？

TabletMaster

注）樹脂によっては粉砕しにくくKBｒ錠剤化が難しいものもあります

刃を立てて細かい破片を削り出し刃を立てて細かい破片を削り出し刃を立てて細かい破片を削り出し刃を立てて細かい破片を削り出し 先に樹脂をよく粉砕、そのあと先に樹脂をよく粉砕、そのあと先に樹脂をよく粉砕、そのあと先に樹脂をよく粉砕、そのあと
KBKBKBKBｒで希釈混合ｒで希釈混合ｒで希釈混合ｒで希釈混合

そこで！そこで！そこで！そこで！

ディスポーザブルディスポーザブルディスポーザブルディスポーザブル なななな 円板「円板「円板「円板「ClearDisk」で錠剤成型！」で錠剤成型！」で錠剤成型！」で錠剤成型！

電線被覆 「透過法で「透過法で「透過法で「透過法で400cm400cm400cm400cm----1111までスペクトルがとりたい！」までスペクトルがとりたい！」までスペクトルがとりたい！」までスペクトルがとりたい！」



KBKBKBKBｒｒｒｒで希釈したで希釈したで希釈したで希釈した
試料を入れる試料を入れる試料を入れる試料を入れる

成型器に成型器に成型器に成型器にClearDiskをセットをセットをセットをセット

PRESS!

ハンドリングが簡単ハンドリングが簡単ハンドリングが簡単ハンドリングが簡単
洗浄洗浄洗浄洗浄不要！不要！不要！不要！
多検体をまとめてサンプリングも可能！多検体をまとめてサンプリングも可能！多検体をまとめてサンプリングも可能！多検体をまとめてサンプリングも可能！

POINT

少しあふれるぐらい盛り、少しあふれるぐらい盛り、少しあふれるぐらい盛り、少しあふれるぐらい盛り、
そのあと平らにならす！そのあと平らにならす！そのあと平らにならす！そのあと平らにならす！

→トータル作業時間を短縮！トータル作業時間を短縮！トータル作業時間を短縮！トータル作業時間を短縮！

ポリ塩化ビニル：吸収帯ポリ塩化ビニル：吸収帯ポリ塩化ビニル：吸収帯ポリ塩化ビニル：吸収帯700700700700～～～～600cm600cm600cm600cm----1111ががががPOINTPOINTPOINTPOINT

電線被覆の透過スペクトル（電線被覆の透過スペクトル（電線被覆の透過スペクトル（電線被覆の透過スペクトル（KBKBKBKBｒｒｒｒ錠剤化）錠剤化）錠剤化）錠剤化）

①溶剤に溶けにくい樹脂
TabletMasterの利点
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ポリ塩化ビニルにポリ塩化ビニルにポリ塩化ビニルにポリ塩化ビニルに
帰属される帰属される帰属される帰属されるCCCC----ClClClCl基基基基

添加物（炭酸カルシウム）添加物（炭酸カルシウム）添加物（炭酸カルシウム）添加物（炭酸カルシウム）

添加物（フタル酸エステル）添加物（フタル酸エステル）添加物（フタル酸エステル）添加物（フタル酸エステル）

ハンドプレスハンドプレスハンドプレスハンドプレス

出来上がった出来上がった出来上がった出来上がったKBKBKBKBｒｒｒｒ錠剤錠剤錠剤錠剤



ClearDiskChanger

ClearDisk用ホルダには便利な姉妹品もございます

新商品！新商品！新商品！新商品！

特徴特徴特徴特徴
• BKGBKGBKGBKG錠剤含め錠剤含め錠剤含め錠剤含め8888検体までまとめてセット可能検体までまとめてセット可能検体までまとめてセット可能検体までまとめてセット可能
• マグネットで簡単にホールドマグネットで簡単にホールドマグネットで簡単にホールドマグネットで簡単にホールド
• 試料室小窓から簡単に回転できます試料室小窓から簡単に回転できます試料室小窓から簡単に回転できます試料室小窓から簡単に回転できます

多検体測定用ホルダーです（手動）多検体測定用ホルダーです（手動）多検体測定用ホルダーです（手動）多検体測定用ホルダーです（手動）

（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）

マグネットマグネットマグネットマグネット

試料室の小窓から回します試料室の小窓から回します試料室の小窓から回します試料室の小窓から回します

マグネットでホールドマグネットでホールドマグネットでホールドマグネットでホールド

ClearDiskClearDiskClearDiskClearDiskをセットをセットをセットをセット



「KRS-5」（赤い結晶）に塗って測定

でも「KRS-5」は
タリウム塩でしかも柔らかい・・・

②水分を含んだ試料

KBKBKBKBｒｒｒｒプレートプレートプレートプレート

KBｒプレートが有効！

水分で水分で水分で水分でKBKBKBKBｒｒｒｒは曇らなの？は曇らなの？は曇らなの？は曇らなの？
・少量しか載せないので多少曇っても測定可能・少量しか載せないので多少曇っても測定可能・少量しか載せないので多少曇っても測定可能・少量しか載せないので多少曇っても測定可能
・ディスポタイプなので使用後の洗浄も不要・ディスポタイプなので使用後の洗浄も不要・ディスポタイプなので使用後の洗浄も不要・ディスポタイプなので使用後の洗浄も不要

全体に薄く伸ばす全体に薄く伸ばす全体に薄く伸ばす全体に薄く伸ばすのがポイントのがポイントのがポイントのがポイント
（吸光度（吸光度（吸光度（吸光度1以下が目安）以下が目安）以下が目安）以下が目安）

少量を載せて少量を載せて少量を載せて少量を載せて

プリン

そのまま測定そのまま測定そのまま測定そのまま測定

そこで！そこで！そこで！そこで！

KBKBKBKBｒｒｒｒプレートプレートプレートプレート

プリンプリンプリンプリン



マグネットの力マグネットの力マグネットの力マグネットの力でカバーを固定でカバーを固定でカバーを固定でカバーを固定

サンプルを載せ
たKBｒプレート

KBKBKBKBｒｒｒｒプレートはどう測定するの？プレートはどう測定するの？プレートはどう測定するの？プレートはどう測定するの？

ワンタッチでサンプルホールド

• マグネット式
• ねじ締め不要で簡単にホールド
• 1uL以下で測定可能

MagHoldIR（マグホルダー）（マグホルダー）（マグホルダー）（マグホルダー）

プリンの透過スペクトル：水揮発後（プリンの透過スペクトル：水揮発後（プリンの透過スペクトル：水揮発後（プリンの透過スペクトル：水揮発後（KBKBKBKBｒｒｒｒプレート使用）プレート使用）プレート使用）プレート使用）

これで水溶性サンプルも手軽に透過測定が可能！これで水溶性サンプルも手軽に透過測定が可能！これで水溶性サンプルも手軽に透過測定が可能！これで水溶性サンプルも手軽に透過測定が可能！

OH基

タンパク質タンパク質タンパク質タンパク質

脂質脂質脂質脂質

糖質糖質糖質糖質

CH基

②水分を含んだ試料

4000 4002000 100015003000

Abs

Wavenumber [cm-1]

三大栄養素三大栄養素三大栄養素三大栄養素が共存する典型的なスペクトルが共存する典型的なスペクトルが共存する典型的なスペクトルが共存する典型的なスペクトル



新商品新商品新商品新商品
MagRevolvIR（マグレヴォルバーといいます）（マグレヴォルバーといいます）（マグレヴォルバーといいます）（マグレヴォルバーといいます）

フィルム・薄片測定用ホルダですフィルム・薄片測定用ホルダですフィルム・薄片測定用ホルダですフィルム・薄片測定用ホルダです

透過用ホルダーには姉妹品もいろいろございます①

特徴特徴特徴特徴
• ねじ止め不要でマグネットによる簡単ホールドねじ止め不要でマグネットによる簡単ホールドねじ止め不要でマグネットによる簡単ホールドねじ止め不要でマグネットによる簡単ホールド
• 小さな薄片もホールド出来るようマスクサイズが選択式小さな薄片もホールド出来るようマスクサイズが選択式小さな薄片もホールド出来るようマスクサイズが選択式小さな薄片もホールド出来るようマスクサイズが選択式
• 偏光、配向測定に対応できるようサンプルホールド面が回転式偏光、配向測定に対応できるようサンプルホールド面が回転式偏光、配向測定に対応できるようサンプルホールド面が回転式偏光、配向測定に対応できるようサンプルホールド面が回転式

サンプルを載せてサンプルを載せてサンプルを載せてサンプルを載せて

（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）

試料室へ挿入試料室へ挿入試料室へ挿入試料室へ挿入

マグネットでホールドマグネットでホールドマグネットでホールドマグネットでホールド

マグネットマグネットマグネットマグネット

マグネットマグネットマグネットマグネット



（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）（写真は試作品です）

MagRevolvIR

単にフィルムを挟めるだけではなく！単にフィルムを挟めるだけではなく！単にフィルムを挟めるだけではなく！単にフィルムを挟めるだけではなく！
二つの使い方があります二つの使い方があります二つの使い方があります二つの使い方があります

サンプルサイズに応じてサンプルサイズに応じてサンプルサイズに応じてサンプルサイズに応じて
マスク（マグネット）を選択マスク（マグネット）を選択マスク（マグネット）を選択マスク（マグネット）を選択

サンプルを載せるサンプルを載せるサンプルを載せるサンプルを載せる

マスクサイズが選択可能マスクサイズが選択可能マスクサイズが選択可能マスクサイズが選択可能

サンプルを挟んで試料室へ挿入サンプルを挟んで試料室へ挿入サンプルを挟んで試料室へ挿入サンプルを挟んで試料室へ挿入 金属の円盤を金属の円盤を金属の円盤を金属の円盤を任意の角度へ回転任意の角度へ回転任意の角度へ回転任意の角度へ回転

POINTPOINTPOINTPOINT
• サンプルサイズに応じてマスクを交換サンプルサイズに応じてマスクを交換サンプルサイズに応じてマスクを交換サンプルサイズに応じてマスクを交換
• サンプルホールド面が回転式サンプルホールド面が回転式サンプルホールド面が回転式サンプルホールド面が回転式

細長い細長い細長い細長いSiSiSiSi基板等をホールド基板等をホールド基板等をホールド基板等をホールド
する場合する場合する場合する場合

偏光測定等でサンプルを偏光測定等でサンプルを偏光測定等でサンプルを偏光測定等でサンプルを
回転させたい場合回転させたい場合回転させたい場合回転させたい場合
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Abs
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荷ヒモ（荷ヒモ（荷ヒモ（荷ヒモ（PP) PP) PP) PP) の偏光透過測定の偏光透過測定の偏光透過測定の偏光透過測定

偏光子角度は固定し、サンプルを回転させて測定偏光子角度は固定し、サンプルを回転させて測定偏光子角度は固定し、サンプルを回転させて測定偏光子角度は固定し、サンプルを回転させて測定

SiSiSiSi基板基板基板基板



透過用ホルダーには姉妹品もいろいろございます②

MaｇｇｇｇCELL（マグセル）（マグセル）（マグセル）（マグセル）

適切な磁力で測定中の試料の揮発を抑えます。
ネジ締めが不要でサンプリングが簡単です！



③多層フィルム

透過測定の場合、試料厚みの目安は１０μｍ
各層を見るには切片作成が必要

透過測定は吸収が飽和
ATR測定では表面のみ測定

SliceMaster

薄切片作成用スライサー

樹脂に樹脂に樹脂に樹脂に埋め込むことなくことなくことなくことなく
そのままスライス！そのままスライス！そのままスライス！そのままスライス！

食品包装フィルム

そのまま測定そのまま測定そのまま測定そのまま測定

そこで！そこで！そこで！そこで！

HWHWHWHW----1111型型型型 角度可変スライサー角度可変スライサー角度可変スライサー角度可変スライサー

実体顕微鏡で観察実体顕微鏡で観察実体顕微鏡で観察実体顕微鏡で観察



２枚のKBrプレートで試料を挟む
KBｒプレート法を行う

・ 散乱によるベースラインの曲り
・ 干渉縞
・ 厚みによっては吸収が飽和

質の良いスペクトルに！

約約約約40µm

約約約約100µm（約（約（約（約2.5倍）倍）倍）倍）

そのまま測定そのまま測定そのまま測定そのまま測定

加圧成型

試料

KBrプレート

KBrプレート

【ＫＢｒﾌﾟﾚｰﾄ法】

加圧加圧加圧加圧
miniKBrプレートプレートプレートプレート

ClearDisk

ClearDisk成形器成形器成形器成形器

そこで！そこで！そこで！そこで！

③多層フィルム

TabletMasterででででKBKBKBKBｒプレート化ｒプレート化ｒプレート化ｒプレート化

SliceMasterで作った切片で作った切片で作った切片で作った切片
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そのまま測定そのまま測定そのまま測定そのまま測定

KBｒプレート化ｒプレート化ｒプレート化ｒプレート化
KBKBKBKBｒｒｒｒプレート化された切片プレート化された切片プレート化された切片プレート化された切片



④様々な試料の断面出し
１）平滑な断面を得たい

断面観察や、ATR測定の密着性向上

２）サンプルの厚みが薄い
傾斜をつけてスライスすることで、断面積が広がる

15°°°° 45°°°° 90°°°°

自動車塗膜の加熱スライス自動車塗膜の加熱スライス自動車塗膜の加熱スライス自動車塗膜の加熱スライス

接着紙の凍結スライス接着紙の凍結スライス接着紙の凍結スライス接着紙の凍結スライス

HK-1傾斜スライサー（傾斜スライサー（傾斜スライサー（傾斜スライサー（15°°°°））））

HS-1角度可変スライサー（角度可変スライサー（角度可変スライサー（角度可変スライサー（45~90°°°°））））

HS-1垂直スライサー（垂直スライサー（垂直スライサー（垂直スライサー（90°°°°））））

多層フィルムの断面観察例多層フィルムの断面観察例多層フィルムの断面観察例多層フィルムの断面観察例

植物植物植物植物 多層ゴム多層ゴム多層ゴム多層ゴム 樹脂ペレット樹脂ペレット樹脂ペレット樹脂ペレット

応用応用応用応用

毛髪毛髪毛髪毛髪



miniKBrプレートプレートプレートプレート

ClearDisk

ClearDisk

成形器成形器成形器成形器
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⑤繊維に絡みついた異物

繊維についた異物
顕微顕微顕微顕微ATRATRATRATRスペクトルスペクトルスペクトルスペクトル

そのままそのままそのままそのまま
ATRATRATRATR測定測定測定測定

サンプリング・プレート化し透過法で測定する！

繊維繊維繊維繊維
異物異物異物異物

顕微赤外用サンプリングキット TabletMaster

GeGeGeGeプリズム使用プリズム使用プリズム使用プリズム使用

異物異物異物異物

そこで！そこで！そこで！そこで！

miniKBrプレートプレートプレートプレート



4000 7002000 100015003000

Abs

Wavenumber [cm-1]

＜サンプリングの流れ＞

精密ニードル精密ニードル精密ニードル精密ニードル
ピックアップ、移動ピックアップ、移動ピックアップ、移動ピックアップ、移動

精密ピンセット精密ピンセット精密ピンセット精密ピンセット
ピックアップ、移動ピックアップ、移動ピックアップ、移動ピックアップ、移動

顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ----SSSS
切り出し、微小物の削り取り切り出し、微小物の削り取り切り出し、微小物の削り取り切り出し、微小物の削り取り

顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ顕微専用ナイフ----HHHH
硬いサンプルの切り出し硬いサンプルの切り出し硬いサンプルの切り出し硬いサンプルの切り出し

繊維繊維繊維繊維

異物異物異物異物

顕微透過スペクトル顕微透過スペクトル顕微透過スペクトル顕微透過スペクトル

精密ニードル精密ニードル精密ニードル精密ニードル

拡大拡大拡大拡大

拡大拡大拡大拡大

TabletMasterででででKBKBKBKBｒｒｒｒプレート化プレート化プレート化プレート化

⑤繊維に絡みついた異物

異物のピックアップ異物のピックアップ異物のピックアップ異物のピックアップ

50µm

顕微赤外用サンプリングキット顕微赤外用サンプリングキット顕微赤外用サンプリングキット顕微赤外用サンプリングキット

異物：アクリル異物：アクリル異物：アクリル異物：アクリル



弊社ブースで皆様のお越しをお待ちしております。弊社ブースで皆様のお越しをお待ちしております。弊社ブースで皆様のお越しをお待ちしております。弊社ブースで皆様のお越しをお待ちしております。
ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

「・・・だったらいいのに」を
小さなツールで“形”にします

taniguchi
テキストボックス
資料請求 

taniguchi
閉じた多角形


https://www.jasco.co.jp/cgi-bin/inq-form.cgi?PRODUCT=%82%B2%90%BF%8B%81%8E%91%97%BF%81F%90%D4%8AO%95%AA%8C%F5%96%40%81%40%8E%8E%97%BF%8C%60%91%D4%95%CA%83T%83%93%83v%83%8A%83%93%83O%8Du%8D%C0%0D%0A+%0D%0A%81y%82%BB%82%CC%91%BC%82%B2%97v%96%5D%8E%96%8D%80%28%8B%F3%97%93%82%C5%82%E0%8D%5C%82%A2%82%DC%82%B9%82%F1%81j%81z&SELECT=1

