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NexION 300 シリーズ
ICP質量分析装置

DO THINGS 
THE    WAY
YOU WANT.

NexION 300 ICp-mS
Three modes of operation. Two interference-removing techniques. 
One revolutionary instrument.
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REVOLUTION

最高の安定性、柔軟性そして究極の性能を追い求め、いままでの

ICP-MSの常識を覆す装置が誕生しました。NexION 300により、ICP-MS

のアプリケーションは新たな時代を迎えます。 

PerkinElmerが特許を取得しているユニバーサルセルテクノロジー

（UCT）により、様々なアプリケーションに対応することが可能にな

りました。利便性の高いコリジョンセルと桁違いの検出下限値を得る

ことができるリアクションセル、いままで成し得なかったこの2つセル

の融合をついに実現し、搭載したICP-MSが NexION です。NexION の

無限の可能性を引き出すのはあなたです。

使用するセルガスに制限がなくなりましたので、多原子イオン干渉から解放され、分析に対して妥協することな

く思いのままに測定することが可能になります。独自のセルガス排気システムにより、測定モードの切換にスト

レスはありません。最高の精度、究極の検出下限値、最速の分析時間を備えながら初心者でも簡単に操作でき

る設計になっている唯一のICP-MSである NexION は分析者のすべての要求にこたえます。

ICP-MSの新時代にようこそ。

WELcOmE
TO THE FUTURE 
OF IcP-mS 
TEcHNOLOGY.
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リアクションモード
バンドパスチューニング（BPT）

様々な多原子イオン干渉を完全に除去し

て究極の検出下限値を求める場合に推奨

します。 

反応ガスで多原子イオンと反応を起こし、

ユニバーサルセル内の四重極により反応

副生成物の発生を抑制することができる

（BPT）唯一のICP-MSです。質量選択性

を持たないセルでは、反応副生 成物の 

妨害により正しいリアクションモードの測

定はできません。NexION 300だけが可能な

テクニックです。

スタンダードモード

NexION 300 のセルには残留ガスを排気する

機能（ベントバルブ）が搭載されています。

これにより、セル内部の残留ガスに衝突し

て感度低下を引き起こすことなく最高の感

度で測定が可能です。排気機能のない装置

では残留ガスの影響により、感度低下を引

き起こしてしまいます。

コリジョンモード
運動エネルギー弁別（KED）

半定量分析や一般的な公定法における環

境分析などは、コリジョンモードで分析で

きます。

不活性ガスを用いて様々な多原子イオン干

渉を除去することが可能になります。 

PerkinElmerだけがコリジョンセルと真のリアクションセルを一台の装置に

搭載することを可能にしました。この二つの強力な多原子イオン除去技術に 

よりICP-MSは新時代を迎えます。 

ユニバーサルセルテクノロジー（UCT）により、干渉レベルに応じて三つの 

測定モードを切換えることが可能です。 

ELImINATING
INTERFERENcES  
WITH UNIVERSAL cELL  
TEcHNOLOGY.

INNOVATION

四重極マスフィルター ユニバーサルセル

多原子イオン 分析元素 リアクションガス

40Ar16O

40Ar16O

56Fe
56Fe

56Fe NH3

四重極マスフィルター ユニバーサルセル

多原子イオン 分析元素 コリジョンガス

運動
エネルギー

40Ar16O

40Ar16O

56Fe
56Fe

56Fe He

コリジョンモード イメージ図 リアクションモード イメージ図
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BEC
（バックグラウンド相当濃度）

low lower lowest

原 理

セル内にガスを流さずに測定す

るモードです。ガスとの衝突が

起きないため分析元素の感度低

下が起きません。セルに搭載さ

れているベントバルブ（排気弁）

によりセルに残留ガスが残らな

いため、コリジョン/リアクション 

モードから素早く切換えること

が可能です。

反応性が無いガス（He）をセル

内に導入し、多原子イオンに衝

突させ、分析対象元素との運動

エネルギー差を利用して干渉を

除去する方法です。

反応性の高いガス（メタン、アン

モニアetc.）をセル内に導入し、

多原子イオンと反応させ干渉を

除去する方法です。このとき、ユ

ニバーサルセル内の四重極によ

り、反応副生成物の発生を抑制

することが可能です。

アプリケーション
干渉がほとんどない元素を分析

するのに最適です。

食品、環境、生体試料などの半

定量分析や一般的な公定法分

析に最適です。 

材料、半導体など、多原子イオ

ン干渉を完全に除去し、究極の

検出下限値を求める必要がある

分析に最適です。

干渉除去機能 干渉補正式 コリジョン / KED リアクション / BPT

セルガス 使用しません 不活性ガス 反応ガス

DO THINGS THE WAY YOU WANT WITH THrEE mODES Of OpErATION.

GOOD

BEST

BETTER

多
原

子
イ

オ
ン

干
渉

除
去

レ
ベ

ル

STANDArD
mODE

COLLISION
mODE

rEACTION
mODE
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広いスペースが確保されたサンプル導入エリア

様々な導入系に対応できるようにサンプル導入エリアが広
く設計されていますので、左右どちらの利き手の分析者で
もアクセスしやすくなっています。

低流量サンプル導入部

サンプルと試薬の消費量を最小に抑えるために低流量同軸
形ネブライザーとサイクロンスプレーチャンバーを標準装備
しました。

フリーランニングRFプラズマジェネレーター

高マトリックスサンプルにも対応できるようにフリーランニン
グタイプのジェネレーターを採用しております。水晶発振方
式のように機械的にインピーダンスの整合をとる機構ではな
いため耐久性に優れ、また有機溶媒を使用するアプリケー 
ションにおいてもプラズマが消えてしまうことはありません。 

デュアルモードディテクター

9桁のダイナミックレンジを持つアナログ/パルス同時検出
が可能な検出器を搭載。 
世界最速のデータ取り込み速度を実現しました。

洗練されたベンチトップデザイン

装置背面にコネクタが存在しないベンチトップ型の
ため、背面にスペースを取る必要がなくラボスペース
を有効に活用できます。

FEATURES
AND BENEFITS OF THE
NExION 300 IcP-mS.

cONFIGURATION
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世界最速のスキャンスピード （＞5000 amu/sec）

超高速スキャンにより、安定した分析結果と最速の分析
スピードがラボの生産性を高めます。     

トリプルコーンインターフェース

新開発のハイパースキマーコーンにより、イオンビームは限りなく
収束された状態になり、効率よくセルへ導入されます。また、イオ
ンディフレクターへ汚れが侵入するのを防ぐ効果もあり、メンテ
ナンス頻度が大幅に少なくなりました。

四重極イオンディフレクター

イオン化した元素のみ効率よくユニバーサルセルへ導入しますの
で、セル内部は常にクリーンな状態が維持されます。これにより、
セルのクリーニングと交換作業は一切必要ありません。

フルカラープラズマビューウィンドウ

コーン、トーチおよびロードコイルの状態を常
時モニターすることが可能です。これにより、
プラズマの状態やインジェクター、コーンへの
詰まりなどを直接目視で確認することが可能
になりました。  

ユニバーサルセルテクノロジー

多原子イオン干渉の除去レベルに応じて3つのモード（スタン
ダード、コリジョン、リアクション）を切換えて分析可能です。 
より高速化したセルガス排気システム（当社比3倍以上）によ
り、モードの切換え時間は最小限に抑えることができますの
で、ストレスなく分析が可能です。     

全自動トーチ位置調整

PC制御のトーチ位置調整はワンクリックで自動最適化が可能
です。特許のPlasmaLok®により二次放電を除去できますので
余分な消耗部品は必要ありません。 

4ステージ真空システム

強力なターボ分子ポンプとロータリーポンプを採用することで、
どんなコリジョン/リアクションガスでもユニバーサルセルに導入
することが可能となりました。ポンプを停止した状態から再度真
空を引く場合でも、わずか数分で分析可能な真空状態にすること
が可能です。
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検出器 四重極マスフィルター ユニバーサルセル

QID（四重極イオンディフレクター）

トリプルコーン
インターフェース

革新的なトリプルコーンインターフェースと特許のQID（四重極イオンディフレク 

ター）によって従来のICP-MSと比べ、イオンをより収束させ、より効果的に導入

することができるようになりました。

このトリプルコーンインターフェースとQIDの組み合わせにより、中性物質の除去と

フォトンの侵入を防ぐことができ、高濃度のマトリックスサンプル測定時にもドリ

フトを抑え、長時間のすぐれた安定性を実現します。 

また、中性物質を効率よく除去する設計が NexION 300 の汚染を最小限に抑え、す

ぐれた再現性を実現します。メンテナンスにおいても煩雑な作業も不要で、作業

効率を格段に向上させます。セルの洗浄や定期的な交換は一切不要です。

STABILIZATION

トリプルコーンインターフェース
今までのICP-MSではサンプルコーンとスキマーコーンのみで構成
されていましたが、NexION 300では新開発のハイパースキマーコーン
をスキマーコーンの後に搭載することで、イオンビームの収束効果
を高めています。 
これらの3つのコーンは簡単に取り外しが可能で、もちろん特別な
調整は不要です。  

QID（四重極イオンディフレクター）
ハイパースキマーコーンで収束されたイオンビームは四重極イオン
ディフレクターにより90度に曲げられて、ユニバーサルセルに導入
されます。 
この時、中性物質とフォトンは直進しますので検出器には届きま 
せん。また、ハイパースキマーコーンで収束されて直進しますので、
四重極イオンディフレクターは汚染されることなく常にクリーンな
状態をキープします。 

INNOVATIVE DESIGN PRODUcES

THE WORLD’S 
mOST STABLE

IcP-mS.
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スタートアップからレポートまで直感的に扱えるソフトウェアに 

設計されており、初心者の方でも使いやすく簡単に短時間で高度

な分析が可能となります。

定性・半定量・定量はもちろん、同位体比・同位体希釈なども簡単

ステップで分析可能なソフトウェア設計です。 

THE INDUSTRY’S 
mOST ADVANcED YET

INTUITIVE 
SOFTWARE.

OPTImIZATION

簡単にメソッド作成ができ、アプリケーションごとに
テンプレート化することができますので、生産性を向
上させることができます。 

一方、様々なフィールドを自由に設定可能ですので、
特別な使用方法や特殊なサンプルの分析などにも 
容易に対応できます。
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メソッドデベロップメント機能

このメソッドデベロップメント機能により、メソッド
開発がより簡単になりました。 
測定したい複数の元素を選択してこの機能を使うこと
で、自動的に最適な分析メソッドを見つけだすことが
可能です。 
いままで苦労していた環境サンプルや生体試料など、
複雑なマトリックスのサンプルのメソッド開発が非常に
簡単に行えます。

形態別分析に対応

パーキンエルマー社の HPLC Flexarとの接続により、
1台のPCからトータルコントロールとデータ解析が
可能です。 

メンテナンスリマインダー機能

最高のパフォーマンスを維持するために、オイル交換や
フィルター交換の時期を知らせてくれるメンテナンス 
リマインダー機能があります。 
例えば、「フィルターを180日後に交換しよう。」「10日
前からお知らせがほしい。」と設定すると170日目に
「あと10日で交換」とお知らせを出すことができます。 
項目・日数・アラート起動までを設定できますので、装置
管理のストレスから解放されます。 

スケジューラー

起動、ウォームアップ、装置条件の最適化から、複数のメ
ソッドでの分析、シャットダウンまで自動的に行うこと
ができる機能です。 
この機能により操作に費やす時間が削減され、生産性
が大幅に向上します。

スマートチューン

ワンクリックで装置の最適化を全自動で行います。また
合否判定を含めた日々の性能確認を同時に行うことが
可能ですので、生産効率を高めることができます。 
スマートチューンの結果はレポートされますので、装置 
コンディションを管理することが可能です。 
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cUSTOmIZATION

より良いデータを得るためには、分析目的やサンプルに合わせた

装置とアクセサリーの選択が必要です。

4種類の装置ラインナップと豊富なアクセサリーによって、皆様

に最適な分析法をご提案します。

cREATE YOUR 

IDEAL 
IcP-mS SYSTEm.

S10オートサンプラー

最大200本までのサンプルがセット可能。リンスボトルが内蔵されており注入時毎に 
サンプル導入経路を洗浄し、キャリーオーバーを防ぎます。 
マイクロフローネブライザーにも対応します。

有機溶媒導入キット

高純度有機溶媒や有機溶媒で希釈したサンプル（フォトレジストなど）の分析に最適です。
ペルチェ電子冷却方式により、優れた安定性を実現しました。

微少量サンプル導入キット（フッ化水素酸対応）

マイクロフローネブライザーは毎分20、50、100、400μLの流量で、超微少量サンプル 
に対応できます。インジェクターは白金製またはサファイア製で、その他ネブライザー、 
チャンバーはテフロン製ですので、フッ化水素酸の導入も可能です。 

NexIONのアクセサリーには、上記以外にもHPLCやレーザーアブレーション、 
自動希釈装置など様々な分析に対応できるキットや装置が揃っています。

NexION 300 ICp-mS：AVAILABLE CONfIGUrATIONS

モデル 概要 アプリケーション

300Q セル無し（ユニバーサルセルのアップグレード可能） 地球科学および原子力アプリケーション用

300X シングルチャンネルユニバーサルセル（1ガスライン） 環境、食品および生体試料アプリケーション用

300D デュアルチャンネルユニバーサルセル（2ガスライン） 材料および製薬アプリケーション用

300S
デュアルチャンネルユニバーサルセル（2ガスライン）
高感度仕様

半導体および高感度分析アプリケーション用



cOLLABORATION

仕様
サイズおよび電源
本体

冷却水循環装置

設置条件

サイズ 1225（幅）×760（高さ）×750（奥行）mm

重量 181kg

電源 単相　200V　30A×1　20A×1

（コンピュータ、プリンター除く）

サイズ 360（幅）×696（高さ）×627（奥行）mm 

重量 57kg

電源 単相　100V　20A

設置温度 5 ～ 40℃

設置湿度 20 ～ 80%

排気容量　 最大 8.5m³/ 分

冷却水 5l/ 分　以下

Ar ガス 20l/ 分   以下   （純度 99.996% 以上）

セルガス 7ml/ 分  以下   （純度 99.999% 以上）

OTHER SOLUTIONS
FROm THE WORLD LEADER IN  
ATOmIc SPEcTROScOPY.

NexION 300 ICP-MS は原子分光分析の世界において長い歴史をもつ
PerkinElmer が開発した新世代の装置です。 
世界シェアナンバー 1 の AAS および ICP-OES、そして水銀分析 
から試料前処理システムまでラインナップすることでトータル 
ソリューションプロバイダーとしてお客様の信頼を得ています。 
いままでもこれからも業界のリーディングカンパニーとしてお客様
をサポートしていきます。

本製品を海外に輸出する場合には外国為替法及び外国貿易法等に
基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

本装置のご使用にあたり、総務省管轄の各地方総合通信局への
高周波利用設備用申請が必要になります。

装置外形

1225mm
750mm
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m
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FOR mORE INFORmATION, VIST US AT <WWW.PERkINELmER.cO.jP>
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