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革新的な固体発光分光分析装置
信頼性が高く、高品質な金属分析を実現

鉄および鋼•非鉄金属および合金•貴金属•微量成分

e l e m e n t a l  a n a l y s i s

Thermo Scientific ARL iSparkシリーズ
固体発光分光分析装置
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ARL iSparkシリーズ
ARL iSparkシリーズは、最高のPMT（光電子増倍管）光学系に
基づいたハイパフォーマンスのOES装置です。さらに高感度の
CCD（電荷結合素子）光学系を加え、そして次のような革新的
技術を特徴としています。
● PMT光学系、またはPMT/CCDデュアル光学系
● 画期的なデジタル制御の発光装置
● 革新的なスパークスタンド設計
● PMT、CCDのシグナルに対する高度な取得技術とアルゴリ

ズム処理
● 散乱性スパークの強度データを除去するアルゴリズムを持

つシングル・スパーク・データ収集機能により、PMTの精度
を向上

● 微量成分に対する最先端の分析
● アルゴンガスセービングモードによる高性能のアルゴンガス

管理

スパーク放電発光分光分析（OES）
スパーク放電発光分光分析は、金属固体試料の元素濃度分析に最
も広く使用されている技術です。業界トップの品質とパフォーマン
スを持つThermo Scientific OES装置は、次のように、分析過程
のどの局面においても優れた実績を示しています。
● 様々な金属および合金について、非常に迅速に元素を分析
● 微量レベルからパーセントレベルまで必要な元素すべてを分析
● 卓越した正確度、精度、安定性
● シンプルな操作性とメンテナンス性
● 少ない設備投資とランニングコスト

弊社は、これまで75年以上にわたり、金属の分光分析の品質基準を定めてきました。そして、常にパフォー
マンス、安定性、信頼性、耐用期間の長さを弊社の固体発光分光分析装置の重要な特徴として挙げてい
ます。Thermo ScientificTM ARL iSparkTM金属分析装置は、こうした数々の特徴とこれまでの経験、さ
らに革新的な技術を組み合わせることにより、お客様が弊社に期待される高付加価値のソリューションをす
べて実現しています。

ARL iSpark発光分光分析装置は、現在必要とされる元素だけではなく、将来必要とされるすべての元素
を分析することができます。納入された材料や金属の品質管理、生産分析など、どのような分析ニーズに
もお応えします。24時間365日稼働可能なARL iSpark金属分析装置は、何年にもわたり信頼性の高い
パフォーマンスを提供します。

ARL iSpark
シリーズ

経験と革新の融合
最高の品質基準
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完全自動化

小径試料

貴金属

非金属性の微量成分

金属および合金

ARL iSpark 8880
長年の経験と汎用性の融合

● PMT/CCDデュアル光学系
● 単一および複数のマトリックス設定に対応
● 金属リサイクル業・研究所などの高い汎

用性を必要とするお客様に理想的な装置
● 介在物の分析に利用可能
● スペクトルの調査による定性分析
● 今後のニーズに対応する柔軟性

ARL iSpark 8820
長年の経験と革新の融合

● PMT/CCDデュアル光学系
● 単一および複数のマトリックス設定に対応
● 幅広い元素に対し優れたパフォーマンス

を実現
● 鋳物・金属加工業のお客様に適した、コス

トパフォーマンスに優れた装置
● スペクトルの調査による定性分析

ARL iSpark 8860
長年の経験とパフォーマンスの融合

● PMT光学系
● 単一および複数のマトリックス設定に対応
● 微量分析に最高のパフォーマンスを発揮
● 金属製造・精錬業のお客様に
● 介在物の分析に利用可能

ARL iSparkシリーズは、各種金属産業、金属処理工程のニーズに合わせて、
3種類のモデルを揃えています。

用途に合わせた発光分光分析装置
様々なニーズに対応

経験と革新の融合
最高の品質基準
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unmatched
technology

ARL iSparkシリーズは、ARL 3460とARL 4460 OES装置に使用した、世界で最も有名な焦点距離
1mのPMT光学系に基づいて設計されています。ARL iSparkシリーズは、一部のモデルにおいてハイ
パフォーマンスのフラットフィールド型CCDモジュールを加えたことにより、あらゆる市場区分や応用分
野の要求に応えます。この独自の光学設計コンセプトにより、どのお客様にも最適なソリューションをお
届けします。

PMT/CCDデュアル光学系とPMT光学系
大半の元素については、ARL iSparkのCCD検出器により優れた
分析を行えます。PMTは、一般に重要な元素の測定や、主に純
金属、超高純度金属の微量分析に選択されます。

2種類の光学系により、「両技術のベストな方を選択する」という
原則に従って、検出器のタイプを元素ごとにPMTかCCDにする
ことができます。ARL iSpark 8820モデルでは、この原則により、
すべての元素について最適な分析が確実に実行されます。

連続的なスペクトルをカバーするCCD検出器は、スペクトルの
調査にも独自の機能を提供し、金属研究の強力なツールとなります。

光電子増倍管

発光スタンド

PMT分光器

CCD分光器

デュアルCCD/PMT光学系の据付

究極の光学設計
お客様のあらゆるニーズに対し、最高のソリューションを提示
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CCD光学系
アルゴンパージしたフラットフィールド方式のCCD発光分光分析
装置は、最高の感度を得るため、ハイパフォーマンスのトリリニア
CCDを備えています。革新的なシグナル取得技術と処理技術によ
り、最適な分解能、正確度、精度を確保します。

回折格子

CCD分光器本体

入口スリット

回折格子

CCD検出器
デュアルCCD/PMT光学系
の垂直断面

PMT光学系の水平断面

PMT分光器本体

真空領域

スリット、鏡などの
二次光学系

一次スリット アルゴンフラッシュ光
の通路

発光スタンド

回折格子

PMT光学系
PMT検出器を備えた１mのパッシェン-ルンゲマウンティング
光学系を持つ発光分光分析装置には、最高の分解能があり
ます。直視型として、可能な限り最高の感度を確保します。
PMT検出器を備えた分光器本体は鋳鉄製で、最大の安定性
を得るため真空下で動作します。最先端のシグナル取得技術
と処理技術を備えたPMTにより、市場で得られる最大のパ
フォーマンスを実現します。

究極の光学設計
お客様のあらゆるニーズに対し、最高のソリューションを提示



6 Thermo Scientific ARL iSpark Series Optical Emission Spectrometers

素早いテーブルの切り替え

outstanding
design

アルゴンセービングモードの開始やプログラミングを行える
「Smart Argon Management（SAM）」のインターフェース

発光分光分析装置の主なモジュールの設計を一新しました。これにより、装置のパフォーマンス、信頼性、
使いやすさが向上する一方、メンテナンスの手間とアルゴンガスの消費量は削減されました。

技術の飛躍的前進
お客様の利益に貢献するために

IntelliSource
Thermo Scientific intelliSourceはデュア
ル・カレント・コントロール発光ソース（CCS）
です。市場において最も革新的な発光ソース
であるため、intelliSourceによる放電の形
態は、試料の表面処理、材料のアブレーショ
ン、発光がどの金属マトリックスでも最も効
果的になるよう調整できます。

その他にも、数々の革新的な特性がこの発
光ソースのパフォーマンスに寄与しています。
例えば、低電流値でのスパークの再現性を向
上させるDISC（ショート回路による放電遮断）
技術により、優れた微量元素分析結果を得ら
れます。

アルゴンの管理
コンピュータ制御を使った革新的なアルゴン
管理回路設計により、アルゴンガスの消費量
が大幅に削減されました。
● アルゴンガスの流れが、分析の各シーケン

ス（フラッシュ、予備放電、積分）について
最適化されているため、アルゴンガスの消
費量を最小限に抑えても、最高のパフォー
マンスを達成できます

● アルゴンセービングモードは、ソフトウェア
ツールSAM（高性能アルゴン管理）により
ユーザーが設定でき、装置が作業中でな
い場合、次のように大幅な節約が可能です

● ECOモードにより、スタンドで待機中の流
れは停止、または最低レベル（例えば0.1 
L/ min）に低下します

● スーパーECOモードを使用して、作業中
でない時間を延長する際、アルゴンガスの
流れを停止（0 L/min）させることができます

スパークスタンド
ARL iSpark発光分光分析装置では、新しい
スパークスタンドの設計により、次のような
利点を得られるようになりました。
● 最適化されたスパークチャンバーの設計に

より、試料の効果的なアブレーション、再
現性の高い放電プラズマ、アルゴンの消
費量削減を達成

● 分析処理能力向上のための効果的な空冷
● 堅牢で耐摩耗性の分析テーブル
● シンプルで迅速なメンテナンスを実現する

工具不要のシステム
● 最適なデザインと発光後のアルゴン・フ

ラッシュにより、スタンド・メンテナンスの
作業頻度を減少
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ARL iSparkは、次のように日常の操作における安全性、利便性、
使いやすさを向上させるため設計されました。
● スタンドカバーにより、オペレータの安全性を最大限確保しなが

らシンプルに操作できます。また、油圧シリンダーが使用され
ているため、容易に開けることが可能で、スムーズに閉められ
るブレーキとしても機能します

● 分析対象の試料をスタンドの隣にあるカウンターに置くことでき
ます

● 校正や管理試料など日常的に使用する試料、その他アクセサリ
は保管用コンパートメントに収納できます

● 装置（真空ポンプ、アルゴンフィルター、電子機器など）のモ

カウンター

保管用コンパートメント

開閉が容易でスムーズ

メンテナンスが容易な
前面からのアクセス

省スペース

技術の飛躍的前進 高度な機能性
お客様の利益に貢献するために 得られる多くの利点

ジュールすべてに前面からアクセスできるため、メンテナンスや
点検が容易です

● 省スペース：装置のカバーを開けた場合の後ろ側の隙間はほと
んど必要ありません

● さらに、すべての部品に前面からアクセスできるため、壁に接し
ていたり部屋の隅であっても装置を据付できます

● 人間工学に即した設計の試料用クランプは、右利きと左利きの
操作に対応しています

● 素早い分析用テーブルの切り替えと工具不要のメンテナンスが
可能です
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純鉄試料（青）とCrNi鋼試料（赤）のスペクトルにおいて、
Cuの分析線で急上昇を示すSpectra Viewer

attributesunique

ARL iSpark発光分光分析装置には、複数の革新的なシグナル取得機能と処理機能があり、
装置の優れたパフォーマンスと安定性に寄与し、全体として独自性のあるOES装置となっています。

革新的なシグナルの取得と処理
これまでにない優れたパフォーマンスを実現

● FAST（シグナル取得の柔軟な開始／停止：Flexible 
Acquisition STart and stop）アルゴリズムにより、チャ
ネルごとの各スパーク強度の最適な部分（シグナルデータ
の最も安定かつ確実な部分）を取得して、正確度を向上さ
せることができます

● DISIRE（拡 散 ス パ ーク強 度 除 去：DIffuse Spark 
Intensities REmoval）アルゴリズムを使用して、内部標
準物質のチャンネル応答で検出される、異常に強度が低
いシグナルを除くことにより精度が向上します

● Spark-DAT（スパーク後のデータの取得／処理：Spark 
Data Acquisition and Treatment）アルゴリズムによ
り、ある元素（低合金鋼のAl、B、Ca、Tiなど）の可溶性
／不溶性画分の測定や、微量成分の特性を評価できます。

CCDのシグナルの取得と処理
複数の革新的な技術と方法により、CCD検出器のパフォー
マンスは、次のとおり大幅に向上しました。
● ビニング（CCDラインの同時読み出し）とオンラインでの

暗電流サブトラクションにより感度が上昇しています
● 複数の同族の内部標準物質、動的スペクトルの調整、あ

らゆる測定に対するデジタル分解能の強化により、精度
と長時間の安定性を最大にしています

PMTシグナルの取得と処理
PMTシグナルは、TGA（時間ゲート取得）の範囲（各スパークに同期
する時間の範囲）内で積分されます。TGAは、TRS（時間分解測光）
の超高精度版であり、ノイズ、バックグラウンド発光、スペクトル干
渉を最小限にしたシグナルを収集することにより、感度と正確度を向
上させることができます。さらに、PMTのシグナル取得機能には、「シ
ングルスパーク取得（SSA）」機能や、暗電流およびオフセットを抑える
低ノイズ積分器が挙げられます。次の機能も、PMTのシグナル分析
の品質と信頼性に寄与します。
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据付時適格性確認と稼働性能適格性確認（IQ/OQ）
弊社サービスエンジニアが行った据付時適格性確認（IQ）によって、発光分光分析装置
が適切な環境に正しく据え付けられていることが証明されます。

稼働性能適格性確認（OQ）は、装置が仕様どおり機能していることを証明します。装置
情報に基づくこの自動化された包括的な手順は、弊社の工場、また据付後は弊社サー
ビスエンジニアにより現地において、品質保証の工程中に実施されます。装置の状態
確認を必要とするユーザーは、いつでもOQを繰り返すことができます。

包括的なソフトウェア手順により、装置の検証について、この2つの重要ステップを実
行し記録することができます。

CARLにより確立された検量線

アプリケーション
ARL iSpark発光分光分析装置は、工場において事前
設定とキャリブレーションを実施し、すぐに使えるアプリ
ケーションを備えたターンキーシステムとしてお届けしま
す。弊社専門スタッフが最適化した分析条件、パラメー
タ、キャリブレーションにより、最も正確で最速のパフォー
マンスを最小限のアルゴン消費量で実現します。元素の
カバー範囲とキャリブレーションの範囲は、要求に応じて
拡大できます。様々な金属マトリックスについて、包括
的なアプリケーションノートをご利用できます。

キャリブレーション
正確度は、装置のキャリブレーションによって決まり、発光分光分析装置に求められる
メリットのうち最も重要なデータです。ARL iSpark金属分析装置は、工場において個
別にキャリブレーションされています。キャリブレーションは、世界中の認証標準物質

（CRM）と工場で検証された標準物質（RM）を使用して実施されます。検量線はCARL
（キャリブレーションARL）により確立されます。CARLは、マトリックス効果やスペクト
ル干渉を補正する高機能の多変量回帰（MVR）ソフトウェアツールで、こうしたあらゆる
機能により、可能な限り最高の正確度が確保されます。

品質保証
すべてのARL iSpark装置は、次のようにキャリブレー
ションの前後に厳しい品質検査を受けています。
● 装置のモジュールと部品の主要なデータを確認し、

仕様書に従って諸機能が動作することを保証します。
● 装置が分析の仕様書に従って動作することを確認する

ため、パフォーマンスのデータをモニターします。
● キャリブレーションの正確度は、CRMとRMにより検

証されます

上記のステップは、装置と共にお届けする「品質保証報
告書」に記されています。

弊社の装置の品質は、世界各地の数千に及ぶお客様によ
り認められています。この品質は、弊社の製造工程を構
成する多くの包括的なプロトコルやツールにより確保さ
れています。ここでは、その一部について概要を説明し
ます。

革新的なシグナルの取得と処理 高品質のシステム
これまでにない優れたパフォーマンスを実現 お客様にとってのベストを保証
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unrivaled features

低合金鋼試料の元素濃度と介在物の同時分析結果を示すOXSAS画面の詳
細。%で示した上位の結果は、元素分析から得られています。それ以外の結果
はすべてSpark-DAT法から得られています。結果に含まれているのは、可溶
性Al、不溶性Al、総酸素含有量（TO）、ピークと同時発生ピーク、介在物の大
きさなどです。

Spark-DAT法の主な特性と利点
● 標準的な分析と同様の高速分析
● 金属の生産の際、介在物の特性をルーチン評価
● 介在物と元素濃度の同時分析
● 試料の表面処理とメンテナンスが容易で、鏡面研磨などの特別な研磨は不要
● 標準的な発光分光分析装置の操作と同様
● 様々なタイプの介在物の数と大きさを評価（標準介在物分析）
● 鉄鋼介在物の大きさの定量測定（高度介在物分析）
● キルド鋼の総酸素含有量を数ppmに至るまで定量測定（高度介在物分析）

詳細については、専用のアプリケーションノートをご参照ください。

鉄鋼中の2つの元素Al、Ca介在物のシグナルを表示可能にした「
シングルスパーク分析」のグラフ

オプションであるSpark-DATアルゴリズムを使用した方法により、鉄鋼中のAl2O3、CaO、
Al2O3-CaO、MnS、CaSやアルミニウム中のTiB2、酸化物、炭化物、窒化物、塩化物など、微量
成分の超高速分析を行えます。介在物の情報は、標準的なOESから操作の変更やメンテナンスな
しに、同時に入手できます。Spark-DAT法は、品質改善の強力なツールとなり、金属の清浄度が
懸念される場合のOESの補完に理想的です。Spark-DAT法により、投入試料に対する結果と投資
回収率とも最速になります。

微量成分の分析
素早く結果を得るための迅速な分析
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Thermo Scientific OXSAS分析ソフトウェアの分析能と柔軟性に
は事実上制限がなく、OXSASはデータ管理、装置の制御、キャリ
ブレーション、装置設定、装置診断を行えるあらゆる機能を備えて
います。

OXSASにより、ルーチン分析用のシンプルな操作から、より重要
な操作（キャリブレーションやユーザーアカウント管理など）を実施
する管理者やユーザー向けの幅広いアクセスまで、様々な機能レ
ベルでの作業ができます。

分析法の認定を求める企業には、OXSASにより重要な機能（測
定の不確かさ、完全なトレーサビリティなど）が提供されます。

OXSASには、品質管理やメンテナンス管理用の一連の包括的な
ツールも含まれています。「メンテナンス管理」モジュールを使用す
ればオペレータはルーチンメンテナンスや予防保守の管理を行う
ことができます。シンプルで効果的なこのツールによって、装置の
耐用期間全体を通じて、パフォーマンスを保証することができます。

インターネットによる定期的なソフトウェアの無料更新により、 
OXSASは装置の耐用期間全体を通じて、引き続きお客様のニー
ズに対応します。すべての機能と詳細については、本冊子とは別
のOXSASソフトウェア製品仕様書をご参照ください。

2回の分析実行により、濃度の平均値、標準偏差、測定の不確かさ、2回の個別
実行結果について示した代表的なOXSAS画面

OXSAS MVRツールを使用した検量線の画面

装置の使用機能にプログラムされたメンテナンス業務の状態を示す
「メンテナンス管理」ツール。右側には実施作業の画像を表示します。

微量成分の分析

OXSAS分析ソフトウェア

素早く結果を得るための迅速な分析

シンプルにして柔軟、高い効果を実現
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分光器
PMT分光器 パッシェンルンゲ真空ポリクロメーター（焦点距離1m、鋳鉄製、36℃±0.1℃、最大80チャンネル）
集光レンズ フッ化マグネシウム、フッ化カルシウムあるいは石英ガラスを使用
回折格子 1080gr/nm、1667gr/nm、2160gr/nm（いずれかを選択）
分解能 回折格子の種類、2次スリット及び分析スペクトル次数に依存
1次スリット幅 20µm
2次スリット幅 25、37.5、50、75µmのうち最適なもの

検出器 電子倍増管（φ28mmのサイドオン・タイプ、10段側面型、フッ化マグネシウム、UVガラス、ホウケイ酸塩ガラスまたは
合成シリカ窓を選択）

CCD分光器（8820,8880のみ） フラットフィールド方式のCCD分光器（焦点距離20cm、アルゴンパージタイプ、36℃±0.1℃）
測定波長 200～410nm
回折格子 収差較正凹凸形回折格子：1105gr/nm
1次スリット幅 10µm
検出器 高性能マトリックスフォトダイオードを使ったIL-CCD（長さ61mm、8714ピクセル、動作温度6℃）
その他 連続スペクトル分析により定性分析が可能
発光源

発光電源
新デジタル発光ソース（デュアルCCS採用）
最大電流値：200A
最大継続時間：2500µs
DISC機能を採用

測光方法 時間分解分光（TGA：2～6000µs）
SSA機能の採用

電極 φ1.4mm、4mm、ピン電極
使用条件
温度 16～30℃（温度変化5℃/1時間）
相対湿度 20～80％
電源 単相230V（+10%/−15%）、電源変動が±10%を超える場合は2.5kVAの定電圧装置が必要です。
電流 10A （PC、モニター、プリンターを含みます）
電源周波数 50Hzもしくは60Hz
接地アース 1Ω以下

アルゴンガス 純度99.996％以上、酸素5ppm以下（測定試料が高Si含有の場合、酸素量2ppm以下）
低濃度炭素分析及びVUVライン（窒素、酸素、塩素）にはアルゴンガス精製器を推奨（オプション）

消費
電力 1kVA

アルゴンガス

スマート・アルゴン制御（SAM）により、アルゴン流量を最適化
分析時：2～5l/min
待機時：0.2l/min（CNOオフジョンでは、0.4l/min）
エコモード時：0～0.1l/min
スーパーエコモード時：0l/min

その他

準拠規則

2006/95/EC: Low Voltage Directive（LV）
2004/108/EC: Electromagnetic compability （EMC）
2002/95/EC: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 

（RoHS）
2002/95/EC: Waste Electrical and Electronic Equipment （WEEE）

寸法・重量 1,750×860×1,200、500kg

製品仕様


