
Omni-iSpecTMラマン分光器は、高スループット・高解像度の透過型グレーティング光学系と超高感度CCD検

出器を組み合わせた分光器です。それぞれ532 nm励起、785 nm励起に対応した2つのモデルがございます。

この高スループット光学系と高感度CCDにより、さまざまなアプリケーションで重要となるS/N比の向上に最適

です。筐体は堅牢かつコンパクトで、現場計測や産業用途にも理想的です。

高感度・高性能イメージングラマン分光器
Omni-iSpecTM

■ F/1.8の明るい光学系
　NA=0.22の光ファイバーから100%の光を集めることができ、
　300 mmクラスのCzerny-Turner型分光器よりもはるかに高い集光効率を実現

■ 高スループット
　高透過率のボリュームフェイズホログラフィック（VPH）グレーティングにより高回折効率、
　ARコートレンズによりVIS-NIRでの高スループットを実現

■ 広いラマンシフト範囲
　〉〉横幅30mmの分光用CCDセンサー搭載で、広い範囲のラマンシフトを測定可能
　〉〉0 ～ 4200cm-1 (@532励起)、-200 ～ 2450 cm-1（@785 nm励起）
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● 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。（製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです）
● 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
● 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

本　　　社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6 -18-14 T. I.ビル　　03-3686-4711
大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4 -1- 46 新大阪北ビル　　06-6393-7411

https://www.tokyoinst.co.jp sales@tokyoinst.co.jp

株式会社 ユニソク SPECS -TII
Enviro ESCA （準大気圧XPS)、

ARPESなど

超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡、

高速分光測定装置、クライオスタット

Group Company － グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供 －

LOTIS TII
レーザー、レーザーマーキングシステム、

光学部品製造

✓ 低圧ガス検出

特長

仕様

✓ 共焦点ラマン分光

✓ プロセスコントロール

✓ In-vivo、in-vitroでの医療検査

✓ 現場計測・産業用途
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アプリケーション例

装置図

1   低圧ガス検出 (Omni-iSpec T532M)

2   ラマンスペクトル (Omni-iSpec T785M)
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エタノール溶媒のラマンスペクトル（Omni-iSpec T785M）
濃度：0.25％、露光時間：5秒、レーザー出力：300 mW

1. Fiber input port
2. AR coating lens
3. VPH grating
4. Deeply cooled CCD

人肌のラマンスペクトル（Omni-iSpec T785M）
露光時間：20秒、レーザー出力：20mW

Omni-iSpec T532M

Omni-iSpec T785M

気体混合物 露光時間1秒 露光時間60秒
CO2 23 3
CO 70 9
H2 39 5

CH4 15 2
C2H6 39 5
C2H4 15 2
C2H2 8 1
N2 155 20
O2 155 20

【参考】検出限界（単位：ppm）
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型名 Omni-iSpec T532M Omni-iSpec T785M
ラマンシフト範囲 /
波長範囲

0 〜 4200 cm-1 / 
532 〜 685 nm

-200 〜 2450 cm-1 / 
770 〜 975 nm

F値 F / 1.8 F / 2.3
焦点距離（入射 / 出射） 85 / 85 mm 85 / 85 mm
グレーティング 1800 L/mm VPH 1200 L/mm VPH
CCD検出器 ・背面照射型ディープ

ディプレッション 
・素子数：2000 × 256 
・素子サイズ：15 μm 
・受光面積：30 × 3.8 mm 

・背面照射型ディープ
ディプレッション 
・素子数：2000 × 256 
・素子サイズ：15 μm 
・受光面積：30 × 3.8 mm

入射スリット 10 μm 〜 6 mm 10 μm 〜 6 mm
分解能（代表値） ・5 cm-1 @585 nm@50 μm

スリット 
・7 cm-1 保証値

・3 cm-1 @912 nm@50 μm
スリット 
・5 cm-1 保証値

ファイバーカプラー ・XY 調整機構付きファイバー
アダプタ 
・ファイバー：SMA/10 mm
ファイバーコネクタ

・XY 調整機構付きファイバー
アダプタ 
・ファイバー：SMA/MPO/
10 mm ファイバーコネクタ

シャッター オプション オプション
内蔵ロングパスフィルター 【オプション】 

・Φ50 mm 
・186 cm-1 カットオフ、ショート
パスフィルター対応可能

【オプション】 
・Φ50 mm 
・309cm-1 カットオフ、ショート
パスフィルター対応可能

寸法（分光器のみ） 248 × 200 × 118 mm 277 × 215 × 118 mm
重量 5 kg 5.8 kg


