
微ATR法を利用したイメージング・マッピングは高い空間分解
能でイメージ分析を行うことが可能です。
従来の赤外顕微鏡のカセグレンに装着するスライド式ATRを
用いたATRイメージング測定では、測定点毎にATRクリスタル
の接触→測定→顕微ステージの移動→接触を繰り返し行い、試
料内に設定した範囲のデータセットが得られます。これに対し
てイメージングATRアクセサリによる測定ではスライド式に比べ
て大きいATRクリスタルを接触させ、試料を接触させた状態で顕
微鏡の電動ステージを水平方向に移動させて測定します（図1）。
このため、イメージングATRアクセサリを用いたイメージング測
定ではステージの上下動が無く、分析時間を短縮することが可
能で、かつ、試料へ接触させることで生じる試料表面へのダメー
ジを抑えることが可能です。イメージングATRアクセサリではク
リスタルに接触させたまま測定を行うため、試料表面の平滑性
が重要で、さらにクリスタルの大きさによる測定範囲の制限（～
500 µm角）があることに注意が必要です。
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はじめに
FT-IRによる測定手法の一つであるATR法は、高屈折率の結晶
内（ATRクリスタル）で赤外光を反射させ、その反射面に試料を
接触させて試料表面の赤外スペクトルを取得する手法です。ATR

法では試料を接触させるのみで、複雑な前処理を必要としないた
め、マクロ測定のみならず赤外顕微測定においても広く利用され
ています。一方、赤外分光法のイメージング（マッピング）分析は、
赤外顕微鏡を用いて複数のスペクトルデータを取得する分析手
法で、試料内の指定した点、ライン、エリアの赤外顕微測定を行
い、得られたスペクトルの変化などから、試料内における特定の
成分の分布状態等の解析に利用する手法です。赤外イメージン
グ分析では、透過測定、反射測定ATR測定それぞれ利用可能で、
特にATRイメージングでは高い空間分解能で測定出来るとい
う特徴があるため、微細な構造の変化の分析に有効な手法と言
えます。
ここでは、新しくなったThermo ScientificのATRイメージング
アクセサリを用いて、数種の試料のATRイメージング分析を行っ
た例を紹介します。

ATRイメージング
顕微ATR法では、ATRクリスタルの内部で赤外光が集光されます。
ATRクリスタルに使われているゲルマニウム等の光学結晶は空気
に比べて屈折率が高く、光の回折限界は屈折率に反比例すること
から、顕微ATR法では顕微透過測定や顕微反射測定に比べて赤
外光を小さく絞った状態で測定が可能になります。このため、顕

図1：イメージングATRアクセサリ（左）とスライド式ATR（右）
　　との測定方式の違い

アプリケーション スライド式 ATR イメージングATRアクセサリ

繊維・粒子 ◎ シングルポイント測定に有効 ○ 多くの場合イメージングを必要としない

ポリマー断面 ◎ 包埋・薄片の両方可能 ◎ 包埋・薄片の両方可能

軟性・砕けやすい試料 × 複数回の接触で変形 ◎ 1回の接触・圧力調整可能

表面が粗い（凸凹）試料 ○ 先端径が小さく接触しやすい × 接触面が平らで大きく、凹凸のある試料に
は不向き

粘着性、油っぽい試料 × 複数回の接触でのコンタミ ◎ 1回の接触でコンタミがない

高頻度にイメージング測定 ○ ステージの上下動により時間がかかる ◎ 迅速なイメージングATR測定

広範囲のイメージング測定 ◎ ソフトウェア・PCによる制限 △ 500× 500 µm

イメージングATRアクセサリを用いた
微細な構造を持つ試料の分析 

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社



測 定
Thermo ScientificTM NicoletTM iN10TMとイメージングATRア
クセサリを用い、微細な構造を持つ試料の測定を行いましたの
で、それらの結果を紹介します。

【積層フィルム断面の測定】
市販の積層フィルムを、ミクロトームを用いて厚さ20 µmに薄片
化し、測定試料としました。作製した試料の顕微観察画像（図2）
から、この積層フィルムは5層構造であることが予想されます。
得られたデータセットについて主成分分析による変化成分の分
離を行い、分離された成分の再計算、データセットの再構築を行
うことでノイズの除去を行い、以降の解析に用いました。3000 - 

2800cm-1のC-H結合に由来するピークの面積から分布イメージ
を作成することで、それぞれの層が分かれ、ポリエチレンの両端に
ナイロンとPETの層が付いていることが確認されました（図3）。
さらにOMNICTM PictaTMにある解析手法のMCR（多変量カーブ
分解）を利用し、数学的・統計的に解析を行いました。主成分分

2 析等の統計的な解析を行うことで、一見同じに見えるデータセッ
ト内でのわずかな変化を検出することが可能で、MCRではその
検出された成分をスペクトルで出すため、検出された成分を直接
ライブラリ検索等で定性することが可能です。
図4に、MCRによって分離された各層の成分の分布イメージ（左）
と、さらに、PETとナイロンの間から分離された成分スペクトルとそ
のスペクトルについてのライブラリ検索した結果（右）を示します。
PETとナイロンの間から分離された成分のスペクトルはPETと似
た形状をしていますが1730 cm-1や1250 cm-1付近のピーク位置
が明確に異なっており、PETに似た分子構造のポリフタル酸エス
テル系接着剤であると予想され、約5 µm程度の厚みであること
が分かりました。
ATRイメージングによる高い空間分解能と適切な解析を行うこと
で、フィルム間にある微細な構造をイメージ化することが可能とな
ることが示されました。イメージングATRアクセサリを用いるとこ
れらの解析を迅速に行うことが可能となります。

図2：積層フィルム断面の顕微鏡観察画像（□：測定エリア）

図3： 3000 - 2800 cm-1のピーク面積プロファイルから作成した各層の分布イメージ（左）と
　　 それぞれの層から得られたATRスペクトル（右）

図4： MCRにより分離されたフィルム各層の成分の分布イメージを2値化し、それらを合成したイメージ（左）と、
        イメージ赤色部とイメージ緑色部の成分スペクトル（1800 - 1000 cm-1）とライブラリ検索結果（右）

〈測定条件〉
波数分解能：16 cm-1

積算回数：1回
測定点数：2144点
ステップサイズ：X-6 µm、Y-2.5µm
測定時間：約5分

100 µm

11

100 µm

PE

ナイロン
PET

0

100 µm

PE

PET

接着層（約5 µm）

  成分（赤）

 Polyester, terephthalic acid

 成分（緑）

 Poly (ethylene terephthalate)

C
V

A
b

s
C

V
A

b
s

Wavenumbers（cm-1）

0.5

0.6

0.4
0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

1.0

0.1

0.1

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100

 ポリエチレン

 ナイロン

 PET

A
b

s

Wavenumbers（cm-1）

0.2

0.1

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.3

0.25
0.20
0.15

0.10
0.05

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000



分離された成分スペクトルを図6の下に、それらの成分の分布イ
メージを図6の上にそれぞれ示します。この分布イメージと成分
スペクトルから、魚骨を構成する成分が表面と内部で異なり、魚
骨内部のほとんどはリン酸カルシウムから成り、魚骨表面には
リン酸カルシウムに加えてたんぱく質も含まれることが分かり
ました。さらに、それらの間にリン酸カルシウムとたんぱく質と
水が検出された層が10 µm弱あり、魚骨の表面付近が微細な構
造を持つものであることが分かりました。
魚骨のように硬くて脆い試料の場合、スライド式ATRを用いた
ATRマッピングを行うと試料が破壊され、試料と同じイメージ
を作成することが困難であると予想されます。しかし、イメージン
グATRアクセサリでは、一度接触させるとそのままの状態で対
象エリアの測定を行うため、試料にダメージを与えることなく原
形のままで測定することができます。図6に示したイメージにお
いても、顕微観察画像と同じ形状でイメージが作成されたことか
ら、壊れやすい試料のATRイメージング分析にATRイメージング
アクセサリが有用であると考えられます。
【鎮痛剤断面の測定】
表面を削り、コーティングを取り除いた市販の鎮痛剤の断面を
測定試料とし、下記の測定条件によりイメージングATR測定を
行いました。

これまでの測定と同様に、得られたデータについて主成分分析
による成分の分離と再計算によるノイズ除去を行いました。計
算後のデータセットについてMCRによる解析を行い、分離され
た6成分のスペクトルを図7に示します。

【魚骨断面の測定】
前述の積層フィルムと同様にミクロトームを用いて、厚さ20 µm

に魚骨の薄片を作製し、測定試料としました。魚骨表面付近と
内部の構造の違いを調べるため、図5中の□に示す範囲につい
て測定を行いました。

積層フィルムの接着層の解析と同様に、得られたデータについて
主成分分析による成分分離と成分の再計算によるノイズ除去を
行い、測定結果を解析しました。計算後のデータセットについて
MCRによる解析を行い、検出された成分の分離を行いました。
MCRによって「リン酸カルシウム」、「たんぱく質」、「水」の3成分
が分離され、それらの成分を含む割合が測定した場所により異
なることを示唆する分布イメージが得られました。MCRにより

3

図6： MCRにより分離された魚骨の成分の分布イメージを
2値化し、それらを合成したイメージ（上）と、イメージ
赤・緑・青色各部の成分スペクトル

図4： MCRにより分離されたフィルム各層の成分の分布イメージを2値化し、それらを合成したイメージ（左）と、
        イメージ赤色部とイメージ緑色部の成分スペクトル（1800 - 1000 cm-1）とライブラリ検索結果（右）

〈測定条件〉
波数分解能：16 cm-1

積算回数：1回
測定点数：2652点
ステップサイズ：X-5 µm、
                      Y-5µm
測定時間：約5分

図5： 薄片化した魚骨試料の顕微鏡観察画像
　　（iN10MX、光学120倍、□：測定エリア）
〈測定条件〉
波数分解能：16 cm-1

積算回数：1回
測定点数：1476点
ステップサイズ：X-5 µm、
                      Y-5µm
測定時間：約4分
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図7： 鎮痛剤から得られたの6種類の成分（MCR）スペクトル
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〈イメージ解析機能を利用した無検量定量〉
Thermo Scientificの赤外顕微鏡Nicolet iN10用のソフトウェ
アOMNIC Pictaにある「イメージ解析」では、MCRやピーク高
さ等で作成した分布イメージから、測定エリア中に占める成分の
面積比を計算することが可能です。この機能を用いて、得られた
成分の比率の計算を行った結果を図8に示します。図8から、そ
れぞれの成分が10～数10 µm程度の粒子が範囲内に分布して
いる様子が確認されました。また、成分2、3、4のアリルイソプロ
ピルアセチル尿素、カフェイン、イブプロフェンの公開されてい
る成分比は21:27:52で、測定した範囲での面積比は28:29:43

と計算され、公表されている値と近しい結果が得られ、「イメージ
解析」により半定量的にイメージング測定を評価することが可
能であることが示されました。

まとめ
イメージングATRアクセサリを用いたATRマッピング、ATRイ
メージング測定を行うことで、顕微透過・反射測定では確認する
ことが困難な微細な構造を詳細に調べることが可能になります。
下表に示すように、スライド式ATRとイメージングATRではそれ
ぞれ特長が異なるため、試料に合わせて両手法を利用すること
で、より詳細な試料の情報が得られることが期待されます。

参考資料
1.  Thermo Scientific Application Note M10001 「赤外イメー
ジングによる異物の高速スクリーニング」

表： スライド式ATRとイメージングATRアクセサリの特徴

図8： 鎮痛剤から得られた6種類の成分の分布イメージと、
      イメージ解析機能から計算された各成分の分布比（面積比）

アプリケーション スライド式 ATR イメージングATRアクセサリ

繊維・粒子 ◎ シングルポイント測定に有効 ○ 多くの場合イメージングを必要としない

ポリマー断面 ◎ 包埋・薄片の両方可能 ◎ 包埋・薄片の両方可能

軟性・砕けやすい試料 × 複数回の接触で変形 ◎ 1回の接触・圧力調整可能

表面が粗い（凸凹）試料 ○ 先端径が小さく接触しやすい × 接触面が平らで大きく、凹凸のある試料に
は不向き

粘着性、油っぽい試料 × 複数回の接触でのコンタミ ◎ 1回の接触でコンタミがない

高頻度にイメージング測定 ○ ステージの上下動により時間がかかる ◎ 迅速なイメージングATR測定

広範囲のイメージング測定 ◎ ソフトウェア・PCによる制限 △ 500× 500 µm
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