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Reveal the Details that Matter
PlasmaQuant 9100
ICP 発光分光分析装置
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最高の信頼性 
 ■ 他に類を見ない高分解能光学系
 ■ 干渉のない微量元素分析
 ■ 妥協のない輝線の選択
 ■ 測定までの迅速な準備

 便利な機能
 ■ トーチの取り扱いが容易で、装置の稼働時間が増大
 ■ 優れた分析性能で、幅広いアプリケーションに対応
 ■ コストパフォーマンスに優れた運用 
 ■ 位置合わせ不要なトーチセッティング

柔軟な測定
 ■ 妥協のない最適プラズマ観測モード
 ■ 最高の感度を実現するアルゴンニュートラルカウンターガス
 ■ 1 回の測定でサブ ppb から % までの幅広いレンジを検出
 ■ サンプルの前処理を最小限に抑える

生産性の向上
 ■ あらゆるマトリックスを分析するための優れたプラズマ堅牢性
 ■ サンプルの希釈を必要としない優れた確度と精度
 ■ アプリケーションの柔軟性
 ■ すべてのマトリックスで低い検出限界

全てを明らかにする – PlasmaQuant 9100 シリーズ
高性能な ICP 発光分光分析装置を是非ご自身でお確かめください。
革新的なハイエンドテクノロジーをご体感いただけます。 



アクセサリー

用途別サンプル導入キット
 ■ 標準キット （低マトリックスサンプル分析用） 
 ■  高塩濃度用キット （生理食塩水や高マトリックスサンプル分析用） 
 ■  有機溶媒キット （石油・石油化学製品分析用）
 ■ フッ酸キット （フッ化水素酸を含むサンプル分析用） 

測定の自動化
 ■ 水系サンプル用オートサンプラー
 ■ 高揮発性有機溶媒用オートサンプラー
 ■ 高粘性有機溶媒用オートサンプラー
 ■ オンラインおよびオフラインの自動希釈オートサンプラー
 ■ 水系・油系サンプルの迅速なサンプル導入システム

水素化物システム
 ■ HS PQ Pro （水素化物形成元素の超微量分析用） 
 ■ HS PQ  （水素化物と水素化物以外の元素の同時分析用） 

豊富なサンプル導入アクセサリー
 ■ 同軸、パラレルパスおよび異なる材質の特殊ネブライザー
 ■ 超音波ネブライザー
 ■ 温度制御されたスプレーチャンバー
 ■ アルゴン加湿器 
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信頼性の高い性能とメンテナンスコストの低減
V シャトルトーチはすべてが取り外し可能なプラグアンドプ
レイ設計で、メンテナンスを容易にし、トーチの操作手順
を最小限に抑えます。個別に交換可能なトーチは消耗品の
コストを削減しながら、柔軟性を最大限に高めます。　　
レールガイドにシャトルを固定すると、すべてのトーチガス
が自動的に接続します。シャトルをレール上にスライドさせ
て、サンプリング位置に移動します。このセットアップによ
り位置を合わせる必要がなく、トーチを素早く取り付けるこ
とができるため、装置の可用性が向上します。　　　　　
プラズマを垂直方向に配置することで、高濃度のサンプル
でも測定できるため、精度が向上し、ブランク値が最小限
に抑えられます。また、前処理なしであらゆるサンプルの
分析を可能にします。たとえ困難なサンプルでも、目詰ま
りや煤の形成のない優れたプラズマ性能を長期的に維持
できます。

妥協のない柔軟なプラズマ観測
微量元素や主成分の分析には、異なるプラズマ観測モード 

（ラジアルおよびアキシャル）を一つのメソッドで、任意
の輝線に適用する柔軟性が必要です。デュアルビュープラ
スは、サブ ppb から％オーダーまでの含有量を同時に分
析するために、 すべてのサンプルにおいて、  2+2 プラズマ
ビューを自由に選択できます。どちらの観測モードにおい
ても自動減衰器を使用することで、ICP-OES の測定範囲を
最大限に広げます。　　　　　　　　　　　　　　　　
最新のアルゴンニュートラルカウンターガス技術によって、
低温プラズマテールからのスペクトル干渉は除去され、プ
ラズマの安定性が損なわれることも、分析ゾーンの長さが
短くなることもありません。デュアルビュープラスは、すべ
てのアプリケーションにおいて前処理を最小限に抑え、最
高の感度と生産性の向上を実現した堅牢な微量元素分析を
可能にします。 

ICP-OES におけるベンチマーク
最も繊細な分析に精確性、簡便性、信頼性を提供します。　　　　　　　
幅広い測定範囲とサンプル前処理の軽減により、精度、生産性、使い易さが
向上します。 

限界を超える
どのようなサンプルマトリックスにおいても、信頼性の高い
安定したプラズマ性能を維持することは ICP-OES の課題で
す。PlasmaQuant 9100 の高周波ジェネレーターは、高マト
リックスの直接分析を含め、あらゆるサンプルが測定でき
るように設計されています。対応するアプリケーションが
大幅に拡大されただけでなく、メソッドの堅牢性、精度、生
産性が向上し、マトリックス固有の検出限界が低くなり、サ
ンプル前処理の必要性が低減されました。四重管の誘導コ
イルを使用したフリーランニング 40 MHz パワーチューブ
ジェネレーターは、700 ～ 1700 W の範囲の出力を効率よ
く、非常に長いプラズマへ容易に伝達します。これまでプ
ラズマを維持することが難しかった塩水、高濃度金属、揮
発性有機物などの工業分析に必要な高出力設定を可能に
しました。迅速なウォームアップにより、プラズマは数分以
内に安定し、コストパフォーマンスの高い分析ができます。 
 

Vシャトルトーチ、高周波ジェネレーター、デュアルビュープラス、高分
解能光学系を含むPlasmaQuant 9100の主要コンポーネント図 

高分解能光学系

Vシャトルトーチ

デュアルビュープラス

CCD アレイ
検出器

高周波ジェネレーター



波長 / nm
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信頼できる結果
高分解能光学系の独自の分解能は、サンプルマトリックス
において比類ない感度、確度、精度を保証します。定評の
あるカプセル化されたエシェル分光器は、最新の高分解
能 CCD 検出器とダブルモノクロメーターを採用し、160 ～
900nm の波長範囲に対応します。200 nm において 2 pm
の分光分解能により、困難なサンプルの複雑な干渉も解決
でき、43,000 以上ある波長から最適な輝線を選択し、サ
ンプルの詳細を明らかにします。高感度で干渉のない輝線
を利用できるため、堅牢な微量元素分析が可能となり、結
果に最高の信頼性を得ます。また、内部ネオン補正により、 
手間のかかる校正手順なしに 0.4pm 未満の波長精度を確
保し、15 分以内にシステムを準備できます。

FDA CFR 21 パート 11 準拠
ASpect PQ ソフトウェアは FDA の要求事項に準拠していま
す。複数のユーザーに異なるアクセス権を付与できるよう
に、  さまざまなレベルが装備されています。個別のパスワー
ドにより、権限のある者のみがシステムへアクセスできる
ようになっています。
ログオン / ログオフ、測定、校正、セルフチェックシステ
ムによるメッセージなどの重要な履歴は、すべて監査証跡
に記録されます。測定されたデータは電子署名を使用して、
定期的なレビューと承認を受け取れます。

ソフトウェアソリューション
Aspect PQ ソフトウェアは、PlasmaQuant 9100 システム全
体の全プロセスを制御、 モニター、 レポート作成を行いま
す。ソフトウェアは、高度な分析を行うためにオペレーター
へ最大限の柔軟性を提供するだけでなく、操作や変更が容
易なメソッドテンプレートの利便性も提供します。
スマートフォンやタブレットなどオンラインによるステータ
ス更新は、無人運転の生産性を向上させます。
自動ベースライン補正アルゴリズム（ABC） やスペクトル干
渉補正ツール （CSI） などの自動化されたデータ評価ツール
は、オペレーターの使い易さを大幅に向上させ、データ評
価における再解析を省くことで、分析の生産性が大幅にアッ
プします。

卓越したCSI補正ツールによる干渉除去
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限界を超える
PlasmaQuant 9100 シリーズの優れた分析性能、アプリケーションの柔軟性、
堅牢性、信頼性を体験してください。

PlasmaQuant 9100
さまざまなアプリケーションへの適応性、容易性、費用対
効果に重点を置いた PlasmaQuant 9100 は、他の ICP-OES
とは一線を画しています。高性能な特長により、高マトリッ
クスに対応、広い測定範囲と高い感度を可能にします。受
託分析での質の高い結果、品質管理での信頼性、規制を
受ける業界での最高水準の結果を提供します。ルーチン
分析、さまざまなサンプルにおけるメソッドの柔軟性、困
難なサンプルの長時間吸引など、PlasmaQuant 9100 はお
客様に最適な装置です。 

PlasmaQuant 9100 Elite
高分解能は ICP-OES の違いをもたらす特別な要素です。
PlasmaQuant 9100 Elite は、他の ICP-OES にはできないス
ペクトルの詳細を明らかにします。一般的なスペクトル干
渉を除去することで、代替え波長を選択することなく、す
べてのアプリケーションで高感度の輝線を使用できます。
マトリックスへの許容範囲と優れた感度の組み合わせによ
り、さまざまなサンプルにおいても、優れた精度、確度お
よび検出限界で、これまでにない分析が可能となります。
PlasmaQuant 9100 Elite は、スペクトル分解能、感度、そし
て最も繊細な分析のための理想的なソリューションです。

高分解能で明らかにすること
金属、鉱物、化学品、石油化学品の組成分析は、豊富な輝
線により、多くのスペクトル干渉の影響を受けます。高いス
ペクトル分解能は、近接線を分離し、ほとんどのスペクトル
の詳細を明らかにします。高分解能、正確なバックグラウン
ド補正と信頼性の高いピーク積分により、以前は干渉して
いた波長へのアクセスが可能になります。マトリックス組成
の変化により信号強度が変動しても、微量元素の検出に大
きな影響を与えません。
困難なサンプルの仕様分析と品質管理に新たな機会を生
み出します。

例：石油化学サンプル中の微量水銀測定 （高分解能装置と標準分解能
装置のスペクトルデータの比較を行った結果） 

184,85 184,91184,88

　　波長 / nm

強
度



石油・ガス
 ■  ナフサ、 ガソリン、 ディーゼル、燃料などの石油化学

製品の仕様分析、 組成分析
 ■  精製工程に支障をきたす元素の原料検査 
 ■ 石油の仕様分析、 金属分析

化学・材料 
 ■  塩類 （塩、 酸、 苛性ソーダ、 金属酸化物、 ポリマーな

ど） の品質と純度管理
 ■ 有機溶剤の純度管理
 ■  材料 （セラミックス、 半導体、 建材、 先端化合物） の組

成分析 
 ■  プロセス媒体 （プロセス水） の分析と原料検査

食品・農業 
 ■  食品、 飼料、 農産物中の有害金属および微量ミネラ

ルの分析
 ■ 肥料の品質管理

地質学・鉱業・金属
 ■  高純度金属、 金属酸化物、 金属合金の品質管理
 ■ 金属合金、 鉄鋼の仕様分析、 組成分析
 ■ 鉱物、 鉱石の分析
 ■ 耐火物金属、 希土類元素の分析
 ■  中間体や処理薬品 （エッチング液、 めっき液など） の

分析による工程管理 

医薬品・ライフサイエンス
 ■  USP の第 232 章および第 233 章、 ならびに ICH Q3D

ガイドラインに準拠した元素不純物の測定
 ■ 輸液中の塩分濃度の測定

環境
 ■  地表水、 淡水、 海水、 排水の分析
 ■ 土壌の分析
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業界を超えて 
複雑で濃縮されたサンプルを分析で
き、厳しいスペクトル干渉を解決、微
量および超微量濃度の検出や幅広い
濃度範囲にも対応できる能力を持つ
PlasmaQuant 9100 は、品 質 管 理、研
究開発、品質の要求がある受託分析や
国家機関のラボにとって理想的なツー
ルです。石油・ガス、金属・鉱業、化
学品などさまざまな業界のお客様から、
その性能と安定性に信頼が寄せられて
います。

業界のニーズに応える
PlasmaQuant 9100 シリーズは、多くの業界のさまざまなアプリケーションで
役立ちます。サンプルの詳細を明らかにし、品質管理、組成分析、プロセス
管理に違いをもたらします。



仕様

型式 PlasmaQuant 9100 PlasmaQuant 9100 Elite

光学系部

測定範囲 160 ～ 900 nm

測光方向 アキシャル  / ラジアル測光

分光器 エシェルダブルモノクロメーター

検出器 リニアアレイCCD検出器

分解能 0.006 nm (200 nm) 0.002 nm (200 nm)

真空紫外域 アルゴンパージ方式

電源部
周波数 40.68 MHz

高周波出力 最大 1.7 kW

回路 オールソリッドステート
データ処理 / 制御部 OS コンピュータ （Windows* 8.1以上） 制御
寸法 (W×H×D) 990 × 940 × 855 mm

重量 170 kg

電源 単相 230 V ± 10%    50/60 Hz    32 A    4500 VA
供給ガス アルゴン 純度 99.996％以上 : 圧力 0.4-0.6 MPa
排気ダクト 3.5 ～ 5.5 m3/min
動作温度 15 ～ 35 ℃  (最適条件 : 20～25 ℃ 1時間あたりの変動が2 ℃以内）
湿度 90% 以下 （＠ + 30 ℃）

＊windowsはMicrosoftの登録商標です。
●　製品の概観および仕様、 価格は予告なく変更する場合があります。
●　詳細は、弊社担当営業員または、下記営業部にお問い合わせください。　

Pictures: Analytik Jena AG, p. 7: iStockphoto®/SeanPavone, iStockphoto®/N-sky_ww
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!
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株式会社アナリティクイエナ ジャパン

本社　〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー 11階
Tel 045-340-5740　Fax 045-340-5745

大阪オフィス　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15
セントアーバンビル 3階
Tel 06-6829-7577　Fax 06-6829-7688

e-mail  sales@analytik-jena.co.jp
URL  https://www.analytik-jena.co.jp


