
CARY 620 FTIR 顕微イメージングシステム用 
高倍率対物レンズ

実験上の柔軟性を有する、最適化された空間分解能の
ための 25 倍赤外対物レンズ
• Cary 620 顕微イメージングシステムに光学的に適合し、高い 
分析感度を実現する優れたエネルギースループットを提供

• 非常に大きな 0.81 NA の光学系が 1 ～ 2 ミクロンまでの 
空間分解能を実現

• 12 mm の作動距離により、加熱/冷却またはガス導入用の環境
ステージおよび生細胞イメージング用の液体セルなどの 
サンプリングアクセサリに対応

• 反射モードでも透過モードでも使用可能

• 標準ソフトウェアで制御できる倍率切り替えにより、 
3.3 ミクロンおよび 0.66 ミクロンのピクセルサイズの 
オプションを 25 倍の対物レンズで提供

• 極めて高い空間分解能により、広い FOV 全体で高速測定を 
実現

12 mm

25x、0.81 NA

25 倍、0.81 NA の対物レンズは、単一の対物レンズを使用して反射モードで 
動作するか、容易で迅速かつ調整不要な調整済みの交換用プレートに 
取り付けられたコンデンサと同じ一対の対物レンズを使用して透過モードで 
動作します。 

最も難度の高いサンプルの卓越した顕微イメージング

FTIR イメージングの課題が単一の細胞を測定する場合であっても、最
小の含有物を同定する場合であっても、最高の空間分解能での測定が

極めて重要です。 

25 倍、開口数 (NA) 0.81 の対物レンズは Agilent Cary 620 FTIR 顕微イメー
ジングシステム用にカスタマイズされています。空間分解能は 1 ～ 2 ミ
クロンで、最大の作動距離を提供し、さまざまなステージアクセサリに

対応できる十分な柔軟性を備えています。

次のような最も難度の高いアプリケーションに最適です。

• 水中の生細胞の調査

• 組織や細胞の研究

• 電子部品上の異物分析 

• 複雑な、ポリマーラミネート薄膜の測定 



85
 μ

m

85
 μ

m

34
0 

μm

85 μm 85 μm

340 μm

85
 μ

m

85 μm

レイリー基準 (26.4 % コントラス
ト) の USAF ターゲット (グループ 
8 および 9 を含む) の「高分解
能」バージョンを用いた場合、1.4 
μm 幅のバー (グループ 8、エレメ
ント 4) に適合しました。0.98 ミク
ロン幅のバーのあるグループ 9、
エレメント 1 の場合でも分解可能
でした。これは今までに発表され

た FTIR 顕微鏡を用いた中での最
高の空間分解能を示しています。

アミド I バンド (タンパク質) を使
用して ～ 1650 cm-1 で生成された
乳房組織のイメージ。この測定
の全 FOV は 340 x 340 μm、ピクセ
ルサイズは 0.66 μm で、8 cm-1 の
スペクトル分離能、128 のスキャ
ン回数で測定され、128 x 128 FPA 
を用いた 4 x 4 モザイク (16 タイ
ル) で構成されています。総分析

時間は ～ 1 時間です。わずか 4 ～ 5 ミクロンの個別の細胞を明確に視
認できます (円で囲んだ領域)。

3 ミクロンのPMMA ビーズとポリスチレンビーズの混合物。3000 cm-1 (～ 
3 μm) 近傍の C-H 伸縮バンドを用いると、明らかな空間分離が可能でし
た。C-H 変角の近傍 1430 ～ 1492 cm-1 (～ 7 μm) などのより長い波長バ
ンドを使用した場合でも、3 ミクロンのビーズを分解可能です。

ポリスチレン、3024 cm-1 (3.3 μm) 
PMMA、2950 cm-1 (3.4 μm)

ポリスチレン、1430 cm-1 (7.0 μm) 
PMMA、1492 cm-1 (6.7 μm)

仕様および空間分解能の測定値 (代表値)

1 空間分解能測定は Lasch 他、Biochimica et Biophysica Acta 1758 (2006) 814–829 のメソッドに従った計算を用いて
標準のガラスにクロムメッキされた USAF 分解能ターゲットの「高分解能」バージョンで実施されました。
2 FOV は 128x128 FPA 用です。FOV はさまざまな FPA サイズに比例して変化します。ソフトウェアコントロールに
よって複数の FPA タイルを自動的にステージステッチイング (モザイク処理) し、より大きな測定面積を得る 
ことができます。
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Cary 620 顕微鏡用の新しい 25 倍 0.81 NA 対物レンズが 
従来実現できなかった最高の空間分解能を提供

対物レンズ (倍率モード) 25x、高倍率 25x、標準倍率

ピクセルサイズ 0.66 3.3

全システム倍率 61x 12x

3750 cm -1 μm での空間分解能測定値 1 1.4 4.3

2500 cm -1 μm での空間分解能測定値 1 1.7 5.0
シングル視野 (FOV)2 μm 85x85 420x420

構成 部品番号

FTIR 25x 赤外対物レンズ  
(反射のみ)

 
K8071A

FTIR 25x 赤外対物レンズ  
(透過および反射)

 
K8072A


