
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透過型分光スペクトル光度計の測定室に設置 、液状試料を保持するための 孔
と、さらに該分光スペクトル光度計の光照射手段から出射される分光スペクトル測定用の
照射光を当該液状試料に透過させて導入する光導入路とが設けられた保持ブロック（１１
）と、さらに該液状試料を加熱するための加熱装置（２）を有する

試料保持体（３）であって
　上記 試料保持体における液状試料に分光スペクトル測定用の照
射光を導入する光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進行経路に合わ
せて液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）と、さら
に当該照射光の進行経路に対して、当該保持体の光導入路の位置を上下方向に調節する光
導入路上下方向位置調整手段（５）とを備え、

こと
を特徴とする 。
【請求項２】
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され 複数の

、透過型分光スペクト
ル光度計から取り外し可能な分光スペクトル光度計用 、

分光スペクトル光度計用

　さらに、上記保持ブロック（１１）は、円柱状の形状を有し、保持ブロック（１１）の
底部に、保持ブロック（１１）を回転させる保持ブロック回転手段（８０）を備える

分光スペクトル光度計用試料保持体（３）

　上記保持ブロック（１１）には、上記加熱装置（２）を設置するための複数のヒーター
用孔が形成されており、
　上記ヒーター用孔を中心として等距離となる位置に、液状試料を保持するための上記孔
が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体



。
【請求項３】
　

。
【請求項４】
　

　

。
【請求項５】
　上記 試料保持体（３）における保持ブロック（１１）と、光導
入路水平方向位置調整手段（４）および／または光導入路上下方向位置調整手段（５）と
の間に、断熱手段が備えられていることを特徴とする に記載の

。
【請求項６】
　上記断熱手段は、上記保持ブロック（１１）の周囲を覆うように設けられた断熱カバー
を備えていることを特徴とする に記載の

。
【請求項７】
　

【請求項８】
　上記液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）が、当
該照射光の進行経路に沿ったＸ方向および、そのＸ方向と同一面上でありかつ直交するＹ
方向に位置を調製するものであり、上記光導入路上下方向位置調整手段（５）が、上記Ｘ
方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向に位置を調整するものであることを特徴とす
る に記載の 。
【請求項９】
　

。
【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　透過型分光スペクトル光度計の測定室に設置 、液状試料を保持するための
と、さらに該分光スペクトル光度計の光照射手段から出射される分光スペクトル測定用の
照射光を当該液状試料に透過させて導入する光導入路とが設けられた保持ブロック（１１
）と、さらに保持ブロック（１１）に該液状試料を１０℃以下の低温状態にするための冷
媒（５０）を循環する機構（５１）を有する

試料保持体（３１）であって
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（３）

液状試料を保持するための上記孔は、保持ブロック（１１）の上記円柱の中心部を取り
囲むように形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の分光スペクトル光度
計用試料保持体（３）

液状試料を保持するための上記孔は、保持ブロック（１１）の上記円柱の中心部を取り
囲むように４箇所十字状に形成されており、

上記ヒーター用孔は、液状試料を保持するための２箇所の上記孔の間に位置するように
、２箇所形成されていることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の分光スペク
トル光度計用試料保持体（３）

分光スペクトル光度計用

請求項１～４の何れか１項
分光スペクトル光度計用試料保持体（３）

請求項５ 分光スペクトル光度計用試料保持体（３
）

分光スペクトル光度計用（３）が、上記液体試料の温度を測定する温度センサーと、上
記温度センサーで測定された温度に基づいて、上記加熱手段による加熱温度を制御する温
度コントローラーとを備えていることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の分
光スペクトル光度計用試料保持体（３）。

請求項１～７の何れか１項 分光スペクトル光度計用試料保持体（３）

さらに、冷却手段を備えていることを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の分
光スペクトル光度計用試料保持体（３）

上記保持ブロック（１１）は、アルミニウム製のアルミブロックであることを特徴とす
る請求項１～９の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３）。

上記液状試料は、ＮＭＲ用サンプリングチューブに入っていることを特徴とする請求項
１～１０の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３）。

請求項１～１１の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３）が測定
室に設置されたことを特徴とする透過型分光スペクトル光度計。

され 複数の孔

、透過型分光スペクトル光度計から取り外し
可能な分光スペクトル光度計用 、



　上記 試料保持体における液状試料に分光スペクトル測定用の照
射光を導入する光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進行経路に合わ
せて液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）を備え、

こと
を特徴とする 。
【請求項１４】
　上記液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）が、当
該照射光の進行経路に沿ったＸ方向および、そのＸ方向と同一面上でありかつ直交するＹ
方向に位置を調製するものであることを特徴とする 記載の

。
【請求項１５】
　上記冷媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試料保持体
（３１）が、さらに当該照射光の進行経路に対して、当該保持体の光導入路の位置を上下
方向に調節する光導入路上下方向位置調整手段（５）を備えていることを特徴とする

に記載の 。
【請求項１６】
　上記光導入路上下方向位置調整手段（５）が、上記Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直と
なるＺ方向に位置を調整するものであることを特徴とする 記載の

。
【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、特定波長の光を試料に照射してその吸収スペクトルを得ることにより、試料
の分子構造を解析する際に、該試料を保持する試料保持体、およびこれを用いた分光光度
計に関するものであり、特に、化学反応の進行過程で、たとえば、試料の近赤外および赤
外吸収スペクトルやラマンスペクトルを測定するために用いられる試料保持体および分光
光度計に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　物質に種々の光を照射すると、吸収スペクトルや散乱光のスペクトル等が得られる。従
来より、物質の分子構造を解析する目的で、上記吸収スペクトルや散乱スペクトル等を測
定して利用するスペクトル分析法が実用化されている。
【０００３】
　たとえば、ある分子に赤外線を照射し、その波長を連続的に変化させていくと、分子の
固有振動と同じ周波数の赤外線が吸収され、分子構造に応じた近赤外および赤外吸収スペ
クトル（以下、適宜、赤外スペクトルと略す）が得られる。このように、試料に赤外線を
照射して得られる赤外スペクトルを測定することにより、試料の分子構造を解析すること
を赤外吸収スペクトル法という。
【０００４】
　また、物質に光を通すと入射光と等しい周波数を有する強い弾性散乱光と、入射光の周
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　さらに、上記保持ブロック（１１）は、円柱状の形状を有し、保持ブロック（１１）の
底部に、保持ブロック（１１）を回転させる保持ブロック回転手段（８０）を備える

分光スペクトル光度計用試料保持体（３１）

請求項１３ 分光スペクトル光度
計用試料保持体（３１）

分光スペクトル光度計用

請求
項１３又は１４ 分光スペクトル光度計用試料保持体（３１）

請求項１５ 分光スペクト
ル光度計用試料保持体（３１）

上記保持ブロック（１１）は、アルミニウム製のアルミブロックであることを特徴とす
る請求項１３～１６の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３１）。

上記液状試料は、ＮＭＲ用サンプリングチューブに入っていることを特徴とする請求項
１３～１７の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３１）。

請求項１３～１８の何れか１項に記載の分光スペクトル光度計用試料保持体（３１）が
測定室に設置されたことを特徴とする透過型分光スペクトル光度計。



波数からわずかに周波数のずれた、非常に弱い非弾性散乱光とが散乱される。このうち、
上記非弾性散乱光には、物質中の振動する原子やイオンによって散乱されるラマン散乱光
が含まれる。このように、試料に光（特にレーザー光）を照射して得られるラマン散乱光
のスペクトル（以下、適宜、ラマンスペクトルと略す）を測定することにより、試料の分
子構造を解析することをラマン吸収スペクトル法という。
【０００５】
　これらスペクトル分析法では、解析対象となる物質を測定用の試料に調製するが、この
試料に対して光を照射してスペクトルを測定する際には、通常、大気圧・室温の条件下（
常温・常圧条件下）で実施される。
【０００６】
　具体的には、赤外吸収スペクトル法のひとつである加熱拡散反射法のように、試料に熱
を加えながら赤外スペクトルを測定するような技術が知られている。（非特許文献１等）
。
【０００７】
　上記非特許文献１において、上記加熱拡散反射法では、拡散反射装置（ＤＲＳ）という
赤外分光光度計を、試料として、測定対象の物質（固体）と臭化カリウム（ＫＢｒ）とを
均等に混ぜた粉末状のものを用いる。そして、粉末状の試料に赤外光を入射させることで
、該赤外光が、そのもぐりこむ深さを異ならせて反射と屈折（透過）とを繰り返しつつ、
結果的に、あらゆる方向へ反射される拡散反射現象が生じるため、これを利用して、効率
良く赤外スペクトルを測定するようになっている。
【０００８】
　さらに上記非特許文献１では、上記の加熱拡散反射法では、常温・常圧条件下での測定
が一般的であるが、触媒の分野において赤外スペクトルを測定する時には、表面吸着化学
種の分析に利用するために、真空・加熱条件下で赤外スペクトルを測定する場合がある。
この場合は、ＤＲＳのスペクトル測定室に、通常の測定用セルとは異なる真空加熱型の測
定用セルが用いられることが記載されている。しかしあくまでも測定対象は固体であり、
実際液状の試料に対してどのように加熱するかに関しては記載がない。また固定された、
特定した装置に具備される形態であり、種々の方向への移動を可能にしさまざまな分光光
度計に適応できる工夫に関しては何も記載されていない。
【０００９】
　また、反応およびプロセスコントロールにおける近赤外光ファイバー分析法と言われる
方法で、分光器からの光を適当な光ファイバーによって試料の置かれている場所まで導き
、試料からの透過あるいは反射光を分光器に戻して測定する技術が知られている。（非特
許文献２等）。
【００１０】
　さらに上記非特許文献２では、通常の分光分析方では試料を分光器の試料室に置いてス
ペクトルが測定されるが、上記非特許文献２に記載されているのは、光ファイバー分析法
では分光器からの光を適当な光ファイバーによって試料の置かれている場所まで導き、試
料からの透過あるいは反射光を分光器に戻して測定する方法で、反応溶液は水で冷却され
た反応容器から石英製のバイパスを通ってセルに導く形態が記載されている。（上記非特
許文献２、Ｐ１５０、図４．３．１３）。しかし、水冷の状態で、メチルメタクリレート
（ＭＭＡ）の重合反応を追跡する形態が説明されているが、加熱をしながら当該スペクト
ルを測定する記載や、加熱してもいい記載や加熱するための具体的装置、構造体の記載は
一切見受けられない。また、非特許文献２に記載される測定技術は、あくまでも分光器か
らの光を光ファイバーによって試料の置かれている場所まで導き、試料からの透過あるい
は反射光を分光器に戻して測定する技術であり、本件が対象とする、分光スペクトル光度
計の測定室に設置可能であり、かつ液状試料を保持する縦穴と該液状試料を加熱する機構
を有する 試料保持体に関して具体的に示唆する記載はない。
【００１１】
　また、光学顕微鏡下で熱分析とスペクトル測定とを同時に行う熱分析・顕微分光方法及
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びその装置で、顕微鏡のステージに試料を搭載し、試料に赤外分光光度計の光源から赤外
光を入射させ、試料にを透過した赤外光を顕微鏡の対物鏡及びアパーチャを通して赤外分
光光度計に入射させ、試料の温度を変化させながら赤外分光光度計で特定波長の光強度を
検出し特定波長の光の強度が急変する時の当該試料温度、および、その前後の試料温度で
の、当該試料の微小領域における赤外スペクトル測定を行うための顕微鏡に設置される熱
分析・顕微分光方法に関する文献がある。（特許文献２）。
【００１２】
　また、上記特許文献２には、試料を加熱して、試料の官能基のスペクトル状態の変化か
ら分子構造の関係を解析する点では本発明と共通するところがあるが、この装置は、固体
試料を加熱してその試料の物性の変化を顕微鏡で観察するための装置である。具体的には
、顕微鏡のステージに置かれた試料の温度を変化させて該試料の相状態の変化を顕微鏡で
巨視的にとらえ、顕微鏡観察と赤外スペクトル観察を平行して行うことで、該試料の化学
構造の変化や空間的分布の微小な変化を捉えるための装置である。しかし本願の測定対象
は液状試料であり、本件とは測定対象である試料がそもそも異なる。あくまで顕微鏡装置
に付属したものであり、本願の技術とは関係のない技術でる。また、本願のような分光光
度計に同様の技術を応用できることを示唆する記載もない。
【００１３】
　また一方、中央部に内部反射エレメントが貫通して設けられ、内部エレメントの前後に
窓が設けられたセル室に硬化性樹脂を注入し、窓から紫外線等を照射して樹脂を硬化させ
ながら同時に、内部反射エレメントの一部から赤外光を入射して、当該内部反射エレメン
ト内を全反射しながら伝播した赤外分光スペクトルの吸収を測定する測定装置が記載され
た文献がある。（特許文献３）。この技術は樹脂の硬化状態を、赤外スペクトルの内部反
射用エレメントの表面からの反射スペクトルを測定する装置に関しての技術であり、本件
の液状樹脂にスペクトル透過させた透過光を測定する技術とは別のスペクトル分析技術で
ある。
【００１４】
　また、この特許文献３には、そもそもエレメントを移動させる必要がないので、移動装
置に関しての記載は一切ない。よって、本願構成である、透過型の分光光度計内に設置す
るための装置とは無関係の文献である。また上記文献群はいずれも、本発明の第２の形態
である極低温下で当該スペクトル測定を行うための冷媒を循環させることのできる当該保
持体ブロックに関しても具体的に本発明の構成を着想する示唆のある記載はない。
【００１５】
【非特許文献１】
　『実験化学講座６  分光１  第４版』、社団法人日本化学会著、丸善、平成３（１９９１
）年７月２５日発行、（第２３０～２３７頁等）
【００１６】
【非特許文献２】
　『近赤外分光法』、日本分光学会  測定法シリーズ３２、尾崎洋・河田聡ら編集、株式
会社  学会出版センター発行、１９９６年５月２０日初版、１９９８年１１月３０日２版  
（第１４８～１５６貢等）
【００１７】
【特許文献１】
　特開平０１－１７０８４３号公報（第１頁、第４～６頁）
【００１８】
【特許文献２】
　特開平０６－２４２００５号公報（第１頁、第３頁）
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上述したスペクトル分析法では、上記のように、加熱拡散反射法では、固体
の試料を加熱しながらスペクトルを測定する技術や光ファイバーを用いて溶液を常温下で
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測定する技術は知られているものの、測定対象となる試料が液体である場合に、該液状試
料を加熱しながら反応状態のスペクトルを測定するような技術はほとんど知られていない
。また極低温状態でスペクトルを測定するための技術に関してもほとんど知られていない
。
【００２０】
　たとえば、各種有機化合物やポリマー（重合体）の合成等では、各種溶媒に原料となる
化合物やモノマーを加えて合成を実施する液相条件が採用されることが多い。ここで、新
規な化合物やポリマーの合成に際しては、その合成の過程を解析することが非常に重要で
あるが、このような液相での合成過程で、経時的に近赤外および赤外スペクトルを測定す
ることは、実質的には困難となっている。特に低温状態での重合や反応形態が必要なポリ
マーや化合物の合成に関しての情報を得ることも難しい。
【００２１】
　つまり、従来の分光光度計では、上述したように、常温・常圧条件下で試料からスペク
トルを測定することを想定しているため、液状試料に安定した条件で熱を加えるような使
用法は想定されていない。また、試料への加熱温度によっては、分光光度計に対しても熱
が加えられるおそれがあるため、上記のように、液状試料を加熱しながらスペクトルを測
定するような用途では、精密機械である分光光度計に悪影響を与える。
【００２２】
　また、液相での合成過程で経時的にかつ正確な近赤外および赤外スペクトルを測定する
ためには、小スケールでの測定となる。それゆえ、試料に当てる照射光を微妙に調整する
必要性があり、正確なスペクトル測定を妨げるような問題が生じる可能性がある。
【００２３】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、液状試料を安定した
条件で加熱しながら、しかも正確にスペクトルを測定することができる、分光光度計用の
試料保持体と、該試料保持体を用いた分光光度計を提供することにある。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の構成は、以下である。
【００２５】
　透過型分光スペクトル光度計の測定室に設置 、液状試料を保持するための 孔
と、さらに該分光スペクトル光度計の光照射手段から出射される分光スペクトル測定用の
照射光を当該液状試料に透過させて導入する光導入路とが設けられた保持ブロック（１１
）と、さらに該液状試料を加熱するための加熱装置（２）を有する

試料保持体（３）であって 上記
試料保持体における液状試料に分光スペクトル測定用の照射光を導

入する光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進行経路に合わせて液状
試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）と、さらに当該照
射光の進行経路に対して、当該保持体の光導入路の位置を上下方向に調節する光導入路上
下方向位置調整手段（５）とを備え

ことを特徴とする 試料保持体（３
）である。なお上記孔は具体的には挿入口であって、さらには縦孔の形状が好ましい。ま
た液状試料の保持に問題がなければ斜めであってもかまわない。
【００２６】
　さらに、上記 試料保持体（３）における保持ブロック（１１）
と、光導入路水平方向位置調整手段（４）および／または光導入路上下方向位置調整手段
（５）との間に、断熱手段が備えられていることを特徴とする 試
料保持体である。
【００２７】
　さらに、上記液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４
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）が、当該照射光の進行経路に沿ったＸ方向および、そのＸ方向と同一面上でありかつ直
交するＹ方向に位置を調製するものであり、上記光導入路上下方向位置調整手段（５）が
、上記Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向に位置を調整するものであることを
特徴とする 試料保持体（３）である。
【００２８】
　透過型分光スペクトル光度計の測定室に設置 、液状試料を保持するための
と、さらに該分光スペクトル光度計の光照射手段から出射される分光スペクトル測定用の
照射光を当該液状試料に透過させて導入する光導入路とが設けられた保持ブロック（１１
）と、さらに保持ブロック（１１）に該液状試料を１０℃以下の低温状態にするための冷
媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試料保持体（３１）
であって 上記 試料保持体における液状試料に分光スペクトル測
定用の照射光を導入する光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進行経
路に合わせて液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）
を備え

ことを特徴とする 試料保持体（３１）である。
【００２９】
　さらに、上記冷媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試
料保持体（３１）が、さらに当該照射光の進行経路に対して、当該保持体の光導入路の位
置を上下方向に調節する光導入路上下方向位置調整手段（５）とを備えていることを特徴
とする 試料保持体（３１）である。
【００３０】
　さらに、上記液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４
）が、当該照射光の進行経路に沿ったＸ方向および、そのＸ方向と同一面上でありかつ直
交するＹ方向に位置を調製するものであることを特徴とする 試料
保持体（３１）である。
【００３１】
　さらに、上記光導入路上下方向位置調整手段（５）が、上記Ｘ方向およびＹ方向に対し
て垂直となるＺ方向に位置を調整するものであることを特徴とする

試料保持体（３１）である。
【００３２】
　上記構成によれば、光導入路位置調整手段によって、照射光の進行経路に対する光導入
路の相対的な位置を変化させることで、光照射手段から出射される照射光を確実に試料に
導くことができる。そのため、加熱状態で安定して保持される液状試料から、スペクトル
を即時的かつ経時的に検出することがより一層確実になる。その結果、特に、各種有機化
合物やポリマー（重合体）の合成の過程で、スペクトルを測定することができる。
【００３３】
　本発明にかかる 試料保持体は、上記構成に加えて、さらに、上
記液状試料を保持可能としており、かつ上記光導入路が設けられている保持ブロック１１
と、少なくとも、該保持ブロック１１と上記光導入路位置調整手段との間に設けられる断
熱手段とを備えていることを特徴としている。
【００３４】
　上記構成によれば、少なくとも、液状試料を加熱する保持ブロック１１と、光導入位置
調整手段とが、断熱手段によって断熱されている。そのため、保持ブロック１１が有する
熱を光導入路位置調整手段や分光光度計に伝達することを抑制または防止することができ
る。そのため、精密機械である光導入路位置調整手段や分光光度計に悪影響が及ぼされる
ことがなくなる。特に本発明の第２の形態である冷媒を循環させ保持ブロック１１を低温
状態にする形態では余分な場所に露付きを防止することができるので好ましい形態である
。
【００３５】
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　また、本発明にかかる分光光度計は、上記の課題を解決するために、直線状に対向配置
される光照射手段および光検出手段と、これらに挟持されるように配置される測定室と、
該測定室に設置可能となっており液状試料を保持する試料保持体とを備えている分光光度
計において、上記試料保持体には、液状試料に照射光を導入する光導入路が設けられ、該
光導入路の配置位置が上記照射光の進行経路に対して平行となる位置であるとともに、さ
らに該試料保持体は、上記液状試料を加熱可能とする加熱手段と、上記進行経路に対する
該光導入路の相対的な位置を、進行経路に沿ったＸ方向およびＸ方向に直行するＹ方向お
よびＸ方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向の少なくとも一方の方向に変化させ得
る光導入路位置調整手段とを備えていることを特徴としている。
【００３６】
　上記構成によれば、加熱手段によって液状試料を加熱しながら、光導入路および光導入
路位置調整手段によって、光照射手段から出射される照射光を確実に液状試料に導くこと
ができる。特に、光導入路位置調整手段が、当該台座を光導入路の位置をＸ方向またはＹ
方向および、Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向への移動を調整可能としてい
るので、より一層正確な位置調整ができる。
【００３７】
その結果、台座の上に当該保持ブロックが積載されているので、保持ブロックへの照射光
の照射位置の微調整が可能になる。そのため、加熱状態で安定して保持される液状試料か
ら、スペクトルを即時的かつ経時的に検出することがより一層確実になる。その結果、特
に、各種有機化合物やポリマー（重合体）の合成の過程で、スペクトルを測定することが
できる。また極低温状態で液状試料を測定するための冷媒を循環させることのできる機構
が具備された保持体であると、極低温状態での反応機構、重合反応機構の詳細なスペクト
ル分析が合わせて可能になる。
【００３８】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の一形態について、図１ないし図９に基づいて説明すれば、以下の通りで
ある。なお、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３９】
　本発明の 試料保持体（１０）における、保持ブロック１１と光
導入路調製手段１２、（具体的には上記光導入路調整手段１２とは、光導入路水平方向位
置調整手段（１２－１）および光導入路上下方向位置調整手段（１２－２）とを備えたも
の）、の構造例を図１（ａ）に模式的に示す。具体的には、当該柱状の保持ブロック１１
と該保持ブロック１１の下方に設けられる光導入路位置合わせ機構１２（本発明における
光導入路位置調整手段の具体例）とを有する試料保持体１０を挙げることができる。また
、本発明にかかる分光光度計の一例としては、上記試料保持体１０を備えた分光光度計で
ある。なお図１では、光導入路水平方向位置調整手段（１２－１）および光導入路上下方
向位置調整手段（１２－２）とは具体的には図示していない
【００４０】
　上記試料保持体１０は、上記保持ブロック１１および光導入孔位置合わせ機構１２以外
に、図１（ａ）・（ｂ）に模式的に示すように、下方断熱部１３、断熱カバー１４、ヒー
ター１５、温度センサー１６等を備えている。勿論、他の構成や部材が備えられていても
よい。
【００４１】
　図１の上記保持ブロック１１には、上下方向に沿って形成され、液状試料４０の入った
試料チューブ（測定用容器）３０を内部に安定して保持可能とする試料保持孔１１１が設
けられているとともに、該試料保持孔１１１に略直交するように、光導入孔（光導入路）
１１２が設けられている。なお、光導入孔１１２は、保持ブロック１１の底部に設けられ
るが、底部を円柱状のまま切削して設けてもよいし、図５で示すように、円柱の底部の一
部を扇形柱状に切り出して設けてもよい。円柱の底部の一部を扇形柱状に切り出すことで
、保持ブロック全体の重量を軽減できる。具体的には、図５の下図に示すように、円柱状
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の保持ブロック１１の中心部を取り囲むように、保持ブロック１１の底部に上記試料保持
孔１１１が４箇所十字状に配置されている。つまり、その底部１１４は十字状に切り出さ
れている形状であり、該試料保持孔１１１に略直交するように、光導入孔（光導入路）１
１２が４箇所設けられている。
【００４２】
　図１（ａ）に模式的に示すように、本実施の形態における透過型分光スペクトル光度計
は、直線状に対向配置される光照射部２１および光検出部２２と、これらの間に挟持され
るように配置される測定室２３とを少なくとも備えており、この測定室２３内に、上記試
料保持体１０が設置される。このとき、図１（ａ）に示すように、試料保持体１０に設け
られている光導入孔１１２は、照射光の進行経路Ｌ、すなわち光照射部２１から出射され
光検出部２２に達するまでの直線経路と略一致するような位置に配置されることになる。
【００４３】
　上記の試料保持体１０に設けられている光導入孔１１２を、光照射部２１から出射され
光検出部２２に達するまでの直線経路と略一致するような位置に配置するために、本発明
の保持ブロック１１が具備された 試料保持体３にあっては、光導
入路水平方向位置調整手段４と、さらに当該照射光の進行経路に対して、当該保持体の光
導入路の位置を上下方向に調節する光導入路上下方向位置調整手段５とを備えている。な
お、図１には光導入路水平方向位置調整手段４とする光導入路上下方向位置調整手段５と
は図示してない。後で詳細に説明する。
【００４４】
　そして、光照射部２１から出射された分光スペクトル測定用の照射光が、上記液状試料
に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段４が、当該照射光の進行経路
に沿ったＸ方向および、そのＸ方向と同一面上でありかつ直交するＹ方向に位置を調製す
るものであり、上記光導入路上下方向位置調整手段５が、上記Ｘ方向およびＹ方向に対し
て垂直となるＺ方向に位置を調整するものであることは好ましい形態となる。
【００４５】
　上記のように、本発明の保持ブロック１１が具備された 試料保
持体３は、保持ブロック１１をＸ方向へ移動可能とするＸ方向操作部１２３、および、そ
のＸ方向と同一面上でありかつ直交するＹ方向へ移動可能とするＹ方向操作部１２４、お
よび、上記Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向へ移動可能とするＹ方向操作部
１２７保有しているので、より正確に、保持ブロック１１に設けられている光導入孔１１
２を、分光スペクトル光度計の光照射部２１から出射され光検出部２２に達するまでの直
線経路と略一致するような位置に配置することができる。また搭載される透過型分光スペ
クトル光度計のメーカーが異なっていてもより簡便に上記の位置調整が可能になる。なお
、図１には、上記各操作部は図示していない。後で詳細に説明する。なお本発明では、上
記各方向操作部は、各方向位置調整手段とする場合もある。なお、上記操作部と保持ブロ
ックが搭載される各台座との関係を、図２、図３、図５、図６、図８、図９で示す。
【００４６】
　上記保持ブロック１１は、試料保持孔１１１内に液状試料４０（すなわち液状試料４０
を入れた試料チューブ３０）を安定して保持した状態で、ヒーター１５によって全体が加
熱されることにより、試料チューブ３０内の液状試料４０を加熱するようになっている。
したがって、その材質としては、熱伝導性が良いものが選択される。たとえば、本実施の
形態では、アルミニウムや銅などの金属で形成されることが好ましく、より好ましくはア
ルミニウム製のアルミブロックである。保持ブロック１１がアルミブロックである場合、
単に熱伝導性が高いだけでなく、銅等に比較して軽量であるため、測定室２３に試料保持
体１０を設置したり取り外したりする場合の取扱性を高めることができるため好ましい。
【００４７】
　上記保持ブロック１１の形状としても特に限定されるものではないが、光照射部２１か
らの照射光を確実かつ効率的に液状試料４０に照射できるとともに、液状試料４０からの
照射光を確実かつ効率的に光検出部２２で検出できるような形状となっていれば特に限定
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されるものではない。本実施の形態では、図１（ｂ）および図４、図５、図９等に示すよ
うに、円柱状の形状を有する保持ブロック１１が非常に好ましく用いられる。
【００４８】
　図４でさらに保持ブロック１１を説明する。図４では、円柱の中心部を取り囲むように
、上記試料保持孔１１１が４箇所十字状に形成されているとともに、２つの試料保持孔１
１１の間に位置するように、ヒーター１５を設置するヒーター用孔１１３が２箇所形成さ
れている。勿論、試料保持孔１１１やヒーター用孔１１３の形成箇所の数や位置や形状に
ついては、保持ブロック１１での加熱状態や、冷媒を循環させる機構を有する保持ブロッ
ク１１の場合にその低温状態に影響がなければ、これに限定されるものではないが、少く
とも試料保持孔１１１については、２箇所以上形成されることが好ましく、その形成箇所
は、ヒーター用孔１１３から見て等距離となる位置であることは好ましい形態である。
【００４９】
　試料保持孔１１１が２箇所以上形成されており、ヒーター用孔１１３から見て等距離と
なっていれば、実際にスペクトルを測定する試料と比較対象（コントロール）の試料とを
上記試料保持孔にて測定すれば、双方を、同一の条件で加熱しながら保持することができ
るため好ましい形態となる。
【００５０】
　また、保持ブロック１１が円柱状になっていると、ヒーター１５からの熱を複数の試料
保持孔１１１に均等に伝達させやすくなる。さらに、保持ブロック１１を回転させるだけ
で、測定対象となる試料チューブ３０を容易に切り替えることができる。たとえば、図３
中の矢印Ｂで示す位置が、光照射部２１から照射光が出射される位置（照射光の進行経路
Ｌに対応する位置）であるとすると、保持ブロック１１を回転させるだけで、４箇所の試
料保持孔１１１に保持されている試料チューブ３０を容易に矢印Ｂの位置に移動させるこ
とが可能となる。よって本発明の保持ブロック１１が円柱状であり、さらに保持ブロック
１１と光導入路位置調整手段１２、具体的には、保持ブロック１１の底部に、保持ブロッ
ク回転手段８０が備えられている形態がより好ましい。保持ブロック回転手段８０は保持
ブロック１１が回転できればよくその機構は特に限定されない。例えば保持ブロック１１
と、光導入路水平方向位置調整手段４または光導入路上下方向位置調整手段５との間に備
えられていてもよい。但し、図１等には、上記保持ブロック回転手段８０は記載していな
い。
【００５１】
　図２は、本発明の 試料保持体における液状試料に分光スペクト
ル測定用の照射光を導入する光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進
行経路に合わせて液状試料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（
４）と、さらに当該照射光の進行経路に対して、当該保持体の光導入路の位置を上下方向
に調節する光導入路上下方向位置調整手段（５）とが具備された移動台座を持つ保持ブロ
ック１１の形態を、保持ブロック１１の上面から見た平面図で示したものである。図３は
、上記位置調製手段を、Ｘ方向操作部１２３、Ｙ方向操作部１２４、Ｚ方向操作部１２７
として、台座部分の拡大した平面図および側面図を示したものである。
【００５２】
　また図４に示すように、本実施の形態における保持ブロック１１の下方は、十字形状に
突出する十字底部１１４となっている。この十字底部１１４は、上記４箇所の試料保持孔
１１１の位置に合わせて、該試料保持孔１１１を残すように下方の４箇所を扇状に切り欠
くことによって、十字状の凸部となっている。
【００５３】
　このように、保持ブロック１１の下方側が十字底部１１４となっていれば、図４の下図
に示すように、十字状に突出する部分の壁面に、光導入孔１１２が露出していることにな
る。そのため、図４の上図に示すように、光導入孔１１２は、保持ブロック１１全体を貫
通させる必要がなく、十字底部１１４の突出する部分のみを貫通するだけでよくなる。そ
れゆえ、光導入孔１１２を短くすることが可能となり、後述する光導入孔位置合わせ機構
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１２による位置合わせの精度を高めることができる。
【００５４】
　また、光導入孔１１２は、上下方向（縦方向）に形成される試料保持孔１１１に対して
、水平方向（横方向）に形成されているが、上記十字底部１１４を貫通するように形成さ
れているということは、光導入孔１１２は試料保持孔１１１の下方で交差することになる
。試料保持孔１１１の下方に光導入孔１１２が交差していれば、試料保持孔１１１に保持
される試料チューブ３０内に分注される液状試料４０の量（体積）が比較的少なくても、
該液状試料４０からスペクトルを測定することが可能になるので好ましい。
【００５５】
　なお、保持ブロック１１の底部側の構造は、上記十字底部１１４に限定されるものでは
なく、比較的光導入孔１１２の距離を短くできるような構成であればよい。
【００５６】
　図１に示す試料保持体１０では、保持ブロック１１に、ヒーター１５および温度センサ
ー１６が一体化されて形成されているように模式的に記載されているが、これは説明の便
宜上のものであり、勿論、一体化されていてもよいが、本発明にかかる試料保持体１０は
これに限定されるものではない。たとえば、図２に示すように、ヒーター１５をヒーター
用孔１１３に投入することで、保持ブロック１１に設けるようになっていてもよい。同様
に、温度センサー１６については、図示しない温度センサー用孔を形成してそこに投入す
ることで保持ブロック１１に設けるようになっていてもよいが、好ましくは、上記４箇所
形成されている試料保持孔１１１内に投入されることで保持ブロック１１に設けられる。
このようにすれば、加熱されている液状試料４０に近い条件で、温度を測定することが可
能になる。
【００５７】
　上記ヒーター１５としては、具体的には特に限定されるものではなく、液状試料４０を
加熱可能とするヒーターあるいは熱媒であればよいが、好ましくは、本実施の形態のよう
に、保持ブロック１１全体を加熱することで、液状試料４０を間接的に加熱するようなも
のであることが好ましい。これによって、ヒーター１５で直接加熱するよりも、液状試料
４０をより安定した条件で加熱することができる。上記ヒーター１５の具体的な構成とし
ては、たとえば、一般に投げ込みヒーターと呼ばれる従来公知の構成のものを好適に用い
ることができる。あるいは、保持ブロック１１の周囲に配管を設け、配管内に熱媒を流動
させることで加熱する手法も挙げられる。上記温度センサー１６としても、特に限定され
るものではなく、従来公知の各種温度計やセンサー類を用いることができる。
【００５８】
　上記ヒーター１５および温度センサー１６は、図１（ａ）に示すように、温度コントロ
ーラー１７に電気的に接続されている。この温度コントローラー１７は、温度センサー１
６で測定された温度に基づいて、ヒーター１５による加熱温度を調整・制御できるように
なっていれば、その構成は特に限定されるものではない。また、この温度コントローラー
１７は、分光光度計本体に一体化されていてもよいし、試料保持体１０に含まれる構成と
なっていてもよいし、試料保持体１０からも分光光度計本体からも独立したオプション構
成となっていてもよい。
【００５９】
　なお、本発明におけるヒーター１５による加熱温度については、特に限定されるもので
はないが、上記のように、後述する実施例のように、アクリル酸メチル等のモノマーをポ
リマー化するなどの用途であれば、上限を２００℃程度にしておけばよい。この程度まで
の加熱が可能であれば、十分ポリマー化を進行させることができる。また、あまり加熱温
度が高くなりすぎると、下方断熱部１３等の断熱手段を用いても、分光光度計本体や、光
導入孔位置合わせ機構１２に熱による悪影響を与えることがあるため、好ましくない。
【００６０】
　また本発明の第２の形態である、該液状試料を０℃以下の低温状態にするために冷媒５
０を循環する機構５１を有する 試料保持体３１にあっては、上記
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保持ブロック１１においては図９に示す様に、冷媒５０を循環し、保持ブロック１１を低
温にして液状試料を低温状態にするための機構５１が備わっている。具体的には、液体窒
素等の冷媒５０を貯槽５５から供給する弁５１を介して配管５３により、冷媒が保持ブロ
ック１１の周りに循環される。上記機構５１は、上記保持ブロックの周囲に配管を使用し
て冷媒を循環させる機構であることは好ましい形態である。また上記機構として、保持ブ
ロック１１内部の液状試料保持部近傍に冷媒を循環させるための孔を設けて、冷媒を循環
させてもよい。
【００６１】
　また冷媒としては、液体窒素や、エチレングリコール等の不凍液が使用される。液体窒
素等の循環による低温状態と、エチレングリコール等の溶媒による低温状態は適切な温度
範囲が少し異なる。また冷媒を循環させるための機構も若干異なる。この代表的な形態を
図９として示す。図９には、液体窒素を循環させるためのタンク５５および、エチレング
リコール等の冷媒５０に切り替えて運転できるクールニクス６０を併用できる形態を示し
た。図中（Ｌ）は、分光スペクトル測定用の照射光である。（Ｍ）は液状試料に上記分光
スペクトル測定中に、さらに照射させることのできる照射光とは異なる、ＵＶ光やラマン
光等である。ＵＶ等で励起される状態を好ましく測定することができる。また本発明の第
１の発明の加熱装置が具備された保持ブロックにおいても、上記照射光とは異なる、ＵＶ
光やラマン光等を照射しながら分光スペクトルを測定してもよい。この場合は図９に準じ
た孔を保持ブロックに設け、その孔から分光スペクトル以外のＵＶ光やラマン光等を試料
に照射することのできる保持ブロックの形状とすればよい。
【００６２】
　具体的には、１０℃～－３０℃までの低温範囲では、冷媒としてエチレングリコール等
の不凍液を用いてクールニクス６０を使用して冷媒５０を配管５３により保持ブロック１
１の周りに循環させ、保持ブロックの温度を所定の低温状態にコントロールする。また冷
媒として液体窒素を使用すると、保持ブロック１１は、－３０℃から－１５０℃のさらに
低い極低温範囲にコントロールすることができる。液体窒素の場合は、図９では液体窒素
タンク５５に貯蔵され、液体窒素供給弁５１を介して配管５３に供給される。
【００６３】
　また図９では、各方向操作部１２３、１２４，１２７を簡略化して示した。また、各方
向移動台もＸ方向の移動台１２１、Ｙ方向の移動台１２２、Ｚ方向の移動台１２９を簡略
化して示した。
【００６４】
　上記液体窒素供給弁５１が好ましくは電磁弁になっており、上記保持ブロック１１に備
えられた温度センサー１６を介して、温度コントロール装置１７と上記、液体窒素供給弁
５１がリレー回路で接続されており、所望の温度調節のために当該弁５１を開閉して冷媒
の量を調節する。
【００６５】
　また本発明の第２発明の、該液状試料を０℃以下の低温状態にするための冷媒５０を循
環する機構５１を有する 試料保持体３１であっても、本発明の第
１発明で説明した当該断熱部を有することは好ましい形態である。具体的には１０℃～－
３０℃までの低温コントロール時、あるいは、特に－３０℃から－１５０℃の範囲の極低
温に調節する場合、上記断熱部があると、ＸまたはＹ方向、あるいはＺ方向に各移動台が
移動する構成である光導入孔位置合わせ機構への霜付き等を防止できる。また同様に断熱
カバー１４があることで、特に特に－３０℃から－１５０℃の範囲の極低温に調節する場
合、極低温の温度調節が容易に行える。
【００６６】
　また、特に－１０℃以下に冷却すると雰囲気湿度にも影響するが霜（水滴）が付きやす
くなる。よって、測定対象物によっては露付きが影響するときもある。この場合、保持体
に乾燥気体を流し露付きを防止すればよい。また液状試料を挿入する挿入孔にも乾燥気体
を供給でき、当該挿入孔中の雰囲気を乾燥気体で置換するような配管が接続されている形
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態は好ましい実施形態である。特に好ましくは上記断熱カバー内に乾燥気体を供給し、雰
囲気を乾燥状態にすることで上記露つきを効果的に防止することができる。なお、本発明
の第２発明の、該液状試料を０℃以下の低温状態にするための冷媒（５０）を循環する機
構（５１）を有する 試料保持体の実施形態である図９では、上記
の、断熱カバーおよび乾燥気体を置換できる配管が具備されている。（但し図９には示さ
れていない。）
　また、本発明の第２に形態では、温度センサー１６と併用される第２温度センサー１８
センサーが具備されている形態は好ましい。単に液状試料４０の温度を測定するだけでも
よいが、温度コントローラー１７に接続されて、温度センサー１６と同様に、冷媒を循環
させる量を調節する電磁弁５１を調節する形態であればより綿密に低温状態をコントロー
ルすることができる。または温度コントローラー１７から電気的信号でクールニクス６０
ないしは、弁５１を調節して冷媒や液体窒素の供給量を調節し、所定の温度にあわせる。
また必要に応じてリレー回路によりヒーターが作動することにより綿密な温度コントロー
ルが可能になる。また低温状態での測定では露付き現象が起こりえるので電気経路、ヒー
ター、センサー等は漏電防止のために防水仕様となっている形態が好ましい。
【００６７】
　以下にその具体的温度調節形態を説明する。
【００６８】
　＜ＩＲ測定用冷媒循環冷却方式（１０℃から－３０℃）＞
（イ）１０℃～―３０℃位までの冷却法では、冷媒５０としてエチレングリコールを用い
てクールニクス６０による冷却で、図９の液体窒素タンク５５をクールニクス６０に取り
替えて使用する。
（ロ）ジョイント６１を外して液体窒素の容器を取り外す。各ジョイントを取り付けてク
ールニクス６０をセットする。
（ハ）クールニクスの電源をＯＮにして、冷媒５０であるエチレングリコールを配管５３
に循環させ、１０℃～―３０℃位までの温度をコントロールする。
【００６９】
　＜ＩＲ液体窒素冷却方式  （－３０℃から－１５０℃）＞
（Ａ）各ジョイント６１，６３，６４，６５を取り外し、５分間、配管５３の中にジョイ
ント６３から乾燥窒素で配管に残存する冷媒をパージする。
（Ｂ）液体窒素の容器を取り付け、６１のジョイントで配管５３と接続し、各ジョイント
を配管に接続する。
（Ｃ）窒素ガスを流し液体窒素容器のゲージで約０．１ＭＰａ程度圧をかける。
（Ｄ）温度コントローラーを冷却させたい目的の温度にセットすれば電磁弁が、ｏｎ，ｏ
ｆｆして液体窒素が配管の中を循環し、保持体１１が設定温度まで下がる。
【００７０】
　本発明にかかる試料保持体１０が備える光導入孔位置合わせ機構１２としては、図１（
ａ）に示すように、光照射部２１から出射される上記進行経路Ｌに対する、上記光導入孔
１１２の相対的な位置を、進行経路Ｌに沿ったＸ方向および、該Ｘ方向と同一面上であり
かつ直交するＹ方向に調整する光導入路水平方向位置調整手段（４）および、上記Ｘ方向
およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向に位置を調整する上記光導入路上下方向位置調整
手段（５）の両方が具備された機構である。
【００７１】
　上記試料保持体の位置を光照射部に合わせＸ方向とＹ方向とＺ方向の三つの方向に微調
整できる機構を保有することで、種々の構造分析機器や、光照射部の位置が微妙に異なる
異種メーカーの分析機器にも、本発明のスペクトル試料保持体を適応させることができる
。
【００７２】
　また、本発明の第２発明である、本発明にかかる試料保持体１０が、冷媒を循環する機
構を備えるものである場合には、光導入孔位置合わせ機構１２としては、図１（ａ）に示
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すように、光照射部２１から出射される上記進行経路Ｌに対する、上記光導入孔１１２の
相対的な位置を、進行経路Ｌに沿ったＸ方向および、該Ｘ方向と同一面上でありかつ直交
するＹ方向に調整する光導入路水平方向位置調整手段（４）であることは好ましい実施形
態である。
【００７３】
　また、上記光導入孔位置合わせ機構１２に、さらに、上記Ｘ方向およびＹ方向に対して
垂直となるＺ方向に位置を調整する上記光導入路上下方向位置調整手段（５）が具備され
た機構であることはより好ましい形態となる。本発明にかかる試料保持体１０が、冷媒を
循環する機構を備えるものである場合であっても、同様に、上記の様に位置を、光照射部
に合わせＸ方向とＹ方向とＺ方向の３方向に調整できる機構を保有することで、種々の構
造分析機器や、光照射部の位置が微妙に異なる異種メーカーの分析機器にも、本発明のス
ペクトル試料保持体を適応させることができる。
【００７４】
　また図３では、Ｘ方向が図示された下部の図に当該位置調整手段の側面図を示した。ま
たＹ方向が図示された上部の図に当該位置調整手段の上から見た平面図を示した。また上
部の平面図には隠れており図示していないが、下部の側面図には、Ｚ方向へ位置調整が可
能となる光導入路上下方向位置調整手段（５）の一例を示した。（図中で模様を付記して
いる。）
　また、図８は、Ｚ方向位置調整手段としてのＺ方向操作部１２７、Ｚ方向移動台１２９
と設置固定台１２０との関係を示す拡大図である。なお４００は、Ｚ方向を模式図的に矢
印で示したものである。Ｚ方向操作部１２７の回転ノズルを右に回すとＺ方向移動台１２
９が上に移動する。Ｚ方向操作部１２７の回転ノズルを左に回すとＺ方向移動台１２９が
上に移動する。
【００７５】
　具体的には、図３の上図および下図に示すように、本実施の形態にかかる光導入孔位置
合わせ機構１２では、設置固定台１２０と、この設置台１２０上にＸ方向に移動可能に設
けられるＸ方向移動台１２１と、Ｙ方向に移動可能に設けられるＹ方向移動台１２２、お
よびＺ方向に移動可能に設けられるＺ方向移動台１２９を備えている。そして、図３の上
図にも示すように、上記移動台１２１をＸ方向に移動させるＸ方向操作部１２３と、同じ
く移動台１２２をＹ方向に移動させるＹ方向操作部１２４と、同じく移動台１２９をＺ方
向に移動させるＺ方向操作部１２７と、移動台１２１のＸ方向の位置を決定した後に固定
するＸ方向位置固定ネジ部１２５と、移動台１２２のＹ方向の位置を決定した後に固定す
るＹ方向位置固定ネジ部１２６と、さらに移動台１２９のＺ方向の位置を決定した後固定
するＺ方向位置固定ネジ部１２８を備えている。
【００７６】
　なお、Ｚ方向に移動可能に設けられるＺ方向移動台１２９は、図６で示す様に、Ｚ方向
操作部１２７を回転することで、内装されたジャッキ機構を上下に移動させることのでき
る構造になっている。またＺ方向に移動可能に設けられる移動台１２９は、移動台１２１
あるいは、移動台１２２で隠れている形態もありえる。よって図３では、Ｚ方向移動台１
２９は判りやすい一例として、斜線で図示し、設置固定台１２０は、移動台の一番下に設
ける形態を示した。
【００７７】
　設置固定台１２０・Ｘ方向への移動台１２１、Ｙ方向への移動台１２２およびＺ方向へ
の移動台１２９の具体的な形状は特に限定されるものではない。通常、図２や図３に示す
ように、測定室２３の形状に合わせて双方ともに正方形状となっていればよい。
【００７８】
　上記、Ｘ方向操作部１２３、Ｙ方向操作部１２４およびＺ方向操作部１２７の操作機構
等の構成についても特に限定されるものではなく、それぞれの方向に移動操作が可能で、
出射光の進行経路Ｌに対して上記光導入孔１１２の位置を正確に合わせることができるよ
うになっていればよい。本実施の形態では、図３に示すように、移動台１２１や１２２に
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おけるＸ方向またはＹ方向に対応する各辺に設けられるマイクロメーター等のように、回
転によりＸまたはＹ方向に各移動台が移動する構成、そしてＺ方向には、回転により移動
台１２９が上下するジャッキ機構の構成を用いた形態が好ましい。
【００７９】
　また、上記のＺ方向移動台１２９の設置位置であるが、図３や図５のように設置固定台
→移動台１２９→移動台１２１→移動台１２２の順番でもよいし、特に限定されない。ま
た、設置固定台→移動台１２１→移動台１２９→移動台１２２のように、間に介在しても
よい。このような構成であれば、移動台１２１、１２２、１２９上に設けられる保持ブロ
ック１１の位置、すなわち光導入孔１１２の位置を、Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向から正
確にかつ精密に合わせることができる。またＺ方向操作部１２７と移動台１２９の拡大図
を図６と図８に示す。
【００８０】
　また、上記Ｘ方向位置固定ネジ部１２５、Ｙ方向位置固定ネジ部１２６およびＺ方向位
置固定ネジ部１２８の具体的な構成についても特に限定されるものではなく、図３に示す
ように、移動台１２２の側面に設けられるボルト状（またはネジ状）の構成を用いている
。なお上記の、光照射部に合わせＸ方向とＹ方向、あるいはさらにＺ方向の３方向に調整
できる機構を保有する機構は、本発明の第２発明である、該液状試料を０℃以下の低温状
態にするための冷媒５０を循環する機構５１を有する 試料保持体
３１についても付属する機構として好ましい形態である。内容は上記と同じ説明であるの
で省略する。
【００８１】
　本発明にかかる試料保持体１０または分光光度計においては、図１（ａ）・（ｂ）に示
すように、上記保持ブロック１１と上記光導入孔位置合わせ機構１２との間に、下方断熱
部１３が設けられることが好ましく、さらに、図１（ｂ）に示すように、保持ブロック１
１の周囲を覆うように断熱カバー１４が設けられていることがより好ましい。
【００８２】
　保持ブロック１１と光導入位置合わせ機構１２との間に、下方断熱部１３や断熱カバー
１４が設けられていることによって、保持ブロック１１と光導入位置合わせ機構１２とが
断熱されている。そのため、液状試料４０を加熱するための熱、すなわち保持ブロック１
１が有する熱が、光導入孔位置合わせ機構１２や、測定室２３、引いては分光光度計に伝
達することを抑制または防止することができる。また断熱カバー１４があることで放散が
抑えられ温度調節が容易に行える。
【００８３】
　また、保持ブロック１１の周囲を覆うように断熱カバー１４が設けられていると、保持
ブロック１１からの熱を測定室２３に放散することを抑制または防止することができる。
そのため、上記下方断熱部１３と同様に、測定室２３、引いては分光光度計に伝達するこ
とを抑制または防止することができる。それゆえ、ヒーター１５による加熱効率の低下を
回避して、ヒーター１５にかかる負荷を低減することができる。また、上記放熱の防止だ
けでなく、保持ブロック１１が外気より影響を受けることもないので、液状試料４０の温
度の低下・不安定化を防止することができる。本発明の第２の発明では、保持体を低温状
態でコントロールする必要があるので、上記断熱カバーが非常に好ましい形態となる。
【００８４】
　本実施の形態では、保持ブロック１１を加熱することで、間接的に液状試料４０を加熱
することになるが、保持ブロック１１から熱が逃げれば、保持ブロック１１の温度も下が
り、その結果、液状試料４０の温度を略一定に維持することができなくなる。しかしなが
ら、保持ブロック１１の周囲を断熱カバー１４で覆えば、保持ブロック１１からの熱の放
散を抑制または防止できるため、保持ブロック１１の温度を、ヒーター１５・温度センサ
ー１６・温度コントローラー１７によって正確に制御することが可能になる。その結果、
液状試料４０の温度を略一定に維持することが可能になる。
【００８５】
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　本実施の第２の形態では、保持ブロック１１に冷媒を循環させ冷却し低温にすることで
、間接的に液状試料４０を低温にすることになるが、保持ブロック１１に外部から熱伝達
すれば、保持ブロック１１の温度が影響を受け上昇し、その結果、液状試料４０の温度を
略一定に維持することができなくなる。しかしながら、保持ブロック１１の周囲を断熱カ
バー１４で覆えば、保持ブロック１１に外部からの熱の伝達が防止できるため、保持ブロ
ック１１の温度を、ヒーター１５・温度センサー１６・温度コントローラー１７によって
正確に制御することが可能になる。その結果、液状試料４０の温度を所定の低温状態に維
持することが可能になる。
【００８６】
　上記下方断熱部１３および断熱カバー１４は、まとめて保持ブロック１１からの熱の放
散を抑制または防止する断熱手段となっているが、断熱手段の構成は、これらに限定され
るものではない。たとえば、本実施の形態では、下方断熱部１３としてフッ素樹脂製の板
状部材またはシート状部材が好適に用いられるが、これに代えて、保持ブロック１１と光
導入孔位置合わせ機構１２との間に一定の空間を確保するような間隔保持部材を用いても
よい。
【００８７】
　さらに、上記下方断熱部１３となる断熱手段としては、上記板状部材やシート状部材と
間隔保持部材とを組み合わせてもよい。すなわち、フッ素樹脂製の部材で保持ブロック１
１と光導入孔位置合わせ機構１２との間に一定の空間を確保できるようになっていてもよ
い。さらに、この場合、板状部材やシート状部材に適宜孔を形成し、そこから窒素等の不
活性ガスを吹き込んだり、板状部材やシート状部材を二重にして空間を形成し、その間に
窒素等の不活性ガスを吹き込んだりすることで、断熱効果を高めてもよい。
【００８８】
　本発明にかかる試料保持体１０または分光光度計においては、図１（ｂ）に示すように
、保持ブロック１１の側方から試料保持孔１１１に向かって貫通する温度測定側孔１１５
を形成し、ここから第２温度センサー１８を用いて、内部の液状試料４０の温度を直接測
定するようになっているとより好ましい。なお、第２温度センサー１８は、単に液状試料
４０の温度を測定するだけでもよいが、温度コントローラー１７に接続されて、ヒーター
１５の加熱温度を制御できるようになっていると、液状試料４０に対してより正確な温度
で加熱ができるため好ましい。
【００８９】
　また、本発明の第２に形態では、この第２温度センサー１８は、単に液状試料４０の温
度を測定するだけでもよいが、温度コントローラー１７に接続されて、温度センサー１６
と同様に、冷媒を循環させる量を調節する電磁弁５１を調節する。または温度コントロー
ラー１７からクールニクス６０を調節して所定の温度にあわせる。
【００９０】
　本実施の形態では、試料チューブ３０（すなわち液状試料４０）を保持していない試料
保持孔１１１に対して、温度センサー１６を投入して該試料保持孔１１１内の温度（すな
わち保持ブロック１１の温度）を測定することで、液状試料４０の温度に代えている。し
かしながら、液状試料４０の発熱等によっては、必ずしも試料保持孔１１１内の温度と、
液状試料４０との温度が一致しないことはあり得る。そこで、本実施の形態では、上記温
度測定側孔１１５を形成して、液状試料４０の温度を直接測定することが好ましい。
【００９１】
　ヒーター１５による加熱温度または冷媒５０による低温状態と、液状試料４０の温度と
の間には差が生じる可能性があり、特に、後述するように、液状試料４０が化学反応を進
行している状態であれば、加熱温度と反応温度、あるいは低温状態と反応温度との間には
差が生じ易くなる。そこで、上記第２温度センサー１８で液状試料４０の温度（反応温度
等）を正確にモニターすることで、液状試料４０の正確な温度を把握することができる。
【００９２】
　上記温度測定側孔１１５から液状試料４０の温度を測定するための第２温度センサー１
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８としては、非接触で液状試料４０の温度を測定できる構成のものが好ましい。具体的に
は、たとえば赤外センサー等を挙げることができる。上記試料保持孔１１１内では、液状
試料４０は、実際には、試料チューブ３０内に分注されているので、直接試料チューブ３
０内に測定部を投入して内部の温度を測定することは困難となる。そこで、赤外センサー
のような非接触方式の第２温度センサー１８を用いることが好ましい。また、このように
温度測定側孔１１５から液状試料４０の温度を直接測定することで、液状試料４０が化学
反応を起こしている場合では、該液状試料４０の反応温度を測定することもできる。
【００９３】
　本発明の第１の形態である試料保持体をヒーター等の加熱手段で加熱する形態におうて
は、かかる試料保持体１０には、加熱手段だけでなく冷却手段が備えられていてもよい。
たとえば、冷却手段としては、特に限定されるものではないが、冷却水等の冷媒を用いて
保持ブロック１１を冷却する構成（水冷方式）や、冷却ファンを用いて保持ブロック１１
を冷却する構成（空冷方式）等が挙げられる。ただし、本発明にかかる試料保持体１０は
、測定室２３内に設置できる程度の大きさである必要があるため、冷却手段についてもこ
の点を考慮する必要がある。たとえば、赤外分光光度計等では、測定室２３の面積は２０
×２０ｃｍ程度の大きさであるものが多い。それゆえ、試料保持体１０に一体化させるの
であればコンパクト化できる水冷方式が比較的好ましく、分光光度計に一体化させるので
あれば測定室２３に空冷方式の冷却手段を設ける例が好ましく挙げられる。
【００９４】
　上記冷却手段が設けられている場合、加熱手段によって保持ブロック１１が過剰に加熱
された場合でも迅速に冷却することができる。そのため、液状試料４０の温度が設定温度
から外れるような事態を回避することが可能になり、温度コントロールの精度をより向上
することができる。また、液状試料４０によっては、スペクトル測定時に加熱せず冷却す
るような用途も考えられるが、このような用途にも十分対応することができる。また本発
明の第２の形態である、冷媒で当該保持体を低温にコントロールする保持体にあっても、
必要であれば加熱手段が併用されていてもよい。
【００９５】
　本発明にかかる分光光度計は、上述した試料保持体１０を備えるものであるが、測定す
るスペクトルの種類、すなわち分光光度計そのものの種類については特に限定されるもの
ではない。本実施の形態では、特に近赤外および赤外スペクトルを測定する赤外分光光度
計や、ラマンスペクトルを測定するラマン分光光度計を好適に用いることができる。した
がって、図１（ａ）に示す光照射部２１としては、赤外分光光度計の場合、赤外光源を含
んでいればよく、ラマン分光光度計の場合、各種レーザー光源を含んでいればよい。同様
に、光検出部２２についても、赤外分光光度計の場合、赤外光を検出できる光センサー類
であればよく、ラマン分光光度計の場合、散乱光を検出できる光センサー類であればよい
。
【００９６】
　上記光照射部２１には、光源から照射光を、光導入孔１１２を介して保持ブロック１１
内の液状試料４０に照射するための各種光学系が含まれていることが好ましい。同様に、
上記光検出部２２にも、光導入孔１１２を介して保持ブロック１１内の液状試料４０から
出射する照射光を、光センサーに導くための各種光学系が含まれていることが好ましい。
したがって、本発明にかかる分光光度計では、光導入孔１１２に沿って照射光の進行経路
Ｌを形成できるようになっていればよく、光源と測定室２３と光センサーとが必ずしも一
直線となっている必要はない。
【００９７】
　本発明にかかる試料保持体１０または分光光度計を用いたスペクトルの測定においては
、液状試料４０を加熱（状況によっては冷却）状態で安定して保持しながらスペクトルを
即時的かつ経時的に測定することができる。そのため、特に好ましくは、各種有機化合物
やポリマー（重合体）の合成前の原料混合物、すなわち、化学反応進行前の物質の混合物
を用いることができる。これによって、たとえば各種有機化合物やポリマー（重合体）の
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合成の過程で、経時的にスペクトルを測定することができる。
【００９８】
　たとえば、ポリマーの合成においては、溶媒、モノマーおよび触媒等を試料チューブ３
０に仕込んで液状試料４０とし、反応条件に基づいて、試料保持体１０で加熱を行うこと
ができる。あるいは本発明の第２の形態である、冷媒を循環させての冷却を行うことがで
きる。このとき、経時的にスペクトルを測定すれば、モノマーに特異的なスペクトルのパ
ターンから、ポリマーに特異的なスペクトルのパターンへの変化を経時的に測定すること
ができる。同様に化合物の合成であれば、出発化合物に特異的なスペクトルのパターンか
ら、生成化合物に特異的なスペクトルのパターンへの変化を経時的に測定することができ
る。その結果、化学反応のメカニズムを解析することができる。
【００９９】
　より具体的には、後述する実施例で述べるように、たとえばアクリル酸メチルモノマー
の赤外スペクトルを測定すると、６１００ｃｍ－ １ ～６２５０ｃｍ－ １ 前後にビニル基の
炭素・炭素二重結合（Ｃ＝Ｃ－ＨのＣ－Ｈ）のピークが生じる。アクリル酸メチルの重合
が進むと、このピークは徐々に減少していくことになる。そこで、既知のポリアクリル酸
メチルと、アクリル酸メチルモノマーとの赤外スペクトルを事前に測定しておき、これを
基準として、上記ピークの減少に基づいて反応の進行速度を解析することができる。勿論
、ピークの変化から、その他の知見が得られる可能性もあるため、アクリル酸メチルの重
合反応のメカニズムの解析が可能となる。
【０１００】
　従来の分光光度計では、スペクトルを測定しながら、液状試料４０に加熱、あるいは本
発明の第２の形態である冷却（極低温での冷却）を施すことが難しく、それゆえ、上記の
ような経時的なスペクトルの測定は通常では困難であったが、本発明では、加熱しながら
スペクトルが測定できるので、化学反応の進行過程をスペクトルで解析することが可能に
なる。そのため、公知の化学反応においても、従来知られていなかった知見を得ることが
可能となり、特に、各種化合物の研究開発分野で有効に利用することができる。
【０１０１】
　本発明では、保持ブロック１１にて、液状試料４０を加熱しながら保持することになる
。また本発明の第２の形態では当該保持ブロック１１に冷媒を循環させて、液状試料４０
を低温状態にしながら保持することになる。そして照射光は、光導入孔１１２を介して液
状試料４０に照射することになる。しかしながら、測定室２３の大きさから見ても、液状
試料４０の入った試料チューブ３０としては小さなものしか用いることができず、また、
このような小さな試料チューブ３０を安定して加熱・あるいは低温状態に保持するために
は、試料保持孔１１１に交差するように形成される光導入孔１１２のサイズをあまり大き
くすることは温度を正確にコントロールする意味から不利である。
【０１０２】
　本発明では、上記のような小さな照射ターゲット（液状試料４０の入った試料チューブ
３０およびそこに至る光導入孔１１２）に正確かつ確実に照射光を到達させるために、光
導入孔位置合わせ機構１２が設けられている。この光導入孔位置合わせ機構１２を用いる
ことで、保持ブロック１１の位置を変更したような場合でも、照射光の進行経路Ｌに対す
る光導入孔１１２の位置を容易に微調整することができる。そのため、光照射部２１から
出射される照射光を確実に液状試料４０に導くことができる。特に上記のＺ方向への調節
機構があるために、より正確に上記位置合わせが可能になり、光照射部２１から出射され
る照射光を確実に液状試料４０に導くことができる。
【０１０３】
　特に、本実施の形態では、図２に示すような、円柱状で、中心から等距離となる位置に
試料保持孔１１１を複数形成した保持ブロック１１が好適に用いられる。このような円柱
状の保持ブロック１１では、上述したように、これを回転させることで、４つの異なる液
状試料４０からスペクトルを測定することが可能になる。しかしながら、保持ブロック１
１の回転に伴って照射光の進行経路Ｌに対する光導入孔１１２の位置がずれる場合がある
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。これに対して、上記光導入孔位置合わせ機構１２で光導入孔１１２の位置を微調整する
ことで、照射光を確実に液状試料４０に導き、正確なスペクトルを測定することができる
。
【０１０４】
　また、本実施の形態では、図２、図３、図５に示すような、進行経路Ｌに沿ったＸ方向
およびＸ方向に直行するＹ方向およびＸ方向、Ｙ方向に対して垂直となるＺ方向の位置合
わせができるＸ－Ｙ－Ｚ軸可動型（三次元位置調整型）の光導入孔位置合わせ手段を用い
ている。そのため、Ｘ方向の調整により液状試料４０と照射光の出射部位との距離を調整
でき、Ｙ方向およびＺ方向の調整により、進行経路Ｌに対する光導入孔１１２の相対的な
位置を微調整して、照射光が確実に液状試料４０に当たるようにすることができる。
【０１０５】
　近赤外光、赤外光がアルミブロックの光路の中心なっている事を確認するには、試料保
持体（Ｘ－Ｙ－Ｚ－アルミブロック）を赤外本体の試料室にセットして、赤外分光光度計
のモニターでインターフェログラムの強度を見ながら、Ｘ－Ｙ－Ｚで近赤外光、赤外光が
アルミブロックの光路の中心になるように調整を行う。最終の微調整は、赤外分光光度計
本体のインターフェログラムの値で一番高い感度値（セットアップ後の値）をアルミブロ
ックの光路の中心とする。
【０１０６】
　本発明において用いられる試料チューブ３０としては、上述したように、試料保持体１
０が測定室２３内に収納できるサイズである必要があるため、これに合わせた小さいサイ
ズのチューブであることが好ましいが、具体的には、核磁気共鳴分光法（ＮＭＲ）に用い
られるＮＭＲ用サンプリングチューブが特に好ましい。ＮＭＲ用サンプリングチューブで
あれば、サイズは十分小さく、かつ、ＮＭＲ測定用に製造されているため、スペクトル測
定に悪影響を及ぼすような要素もないという利点がある。
【０１０７】
　勿論、本発明で液状試料４０を入れるために用いられる容器は、チューブ状の容器に限
定されるものではないが、保持ブロック１１に縦孔（試料保持孔１１１）を形成して該容
器を保持する観点から、チューブ状の容器が特に好ましい。フラスコのような形状であれ
ば、チューブ状容器に比べて、試料保持孔１１１の内壁と容器の外壁との接触面積が減少
するため、安定保持や安定加熱あるいは安定に低温状態を保つことができなくなる恐れが
ある。
【０１０８】
　以上のように、本発明にかかる試料保持体１０および分光光度径では、液状試料４０、
特に反応前の物質の混合物を加熱しながら保持して、スペクトルを測定することで、上記
のように、反応過程でのスペクトル測定が可能になる。その結果、従来では全く分からな
かった、ｉｎ  ｓｉｔｕ  でのスペクトル測定とこれに基づく解析が可能になる。それゆえ
、公知の化学反応においても、従来知られていなかった知見を得ることが可能となり、特
に、各種化合物の研究開発分野で有効に利用することができる。
【０１０９】
【実施例】
　以下、具体的な実施例および測定結果、図７（ａ）～（ｃ）に基づいて本発明の測定形
態をより詳細に説明する。なお、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１１０】
　〔試料保持体例〕
前記実施の形態で説明した構成の試料保持体を備える赤外分光光度計（以下、ＩＲ計と略
す）を用いて、アクリル酸メチルの重合プロセスについて、赤外スペクトルを測定した。
【０１１１】
　保持ブロックとしては、アルミニウム製で、直径９０ｍｍ、高さ６２ｍｍの円柱状のも
のを用いた。ヒーター用孔の径は２０ｍｍ、試料保持孔の径は６ｍｍ、十字底部の突出高
さは２８ｍｍ、光導入孔の径は４ｍｍとした。下方断熱部としてはフッ素樹脂製のものを
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用い、断熱カバーとしてはアルミ製のものを用いた。試料チューブとしては、径５ｍｍの
ＮＭＲ用サンプリングチューブを用いた。
【０１１２】
　ヒーターとしては５００Ｗの出力のものを、温度センサーとしてはＣＡ線を用い、温度
コントローラーとしては、東京理工舎製ヒータコントローラまたは富士電機製マイクロコ
ントローラＸ、形式ＰＴＺを用いた。
【０１１３】
　〔実施測定例１〕
　事前にアクリル酸メチル（ＣＨ２  ＝ＣＨＣＯＯＣＨ３  ）の赤外スペクトルを測定した
。その結果を図７（ａ）に示す。なお、図７（ａ）では、横軸が波数（単位ｃｍ－ １ ）で
あり、縦軸が吸収強度（単位Ａｂｓ）である。このスペクトルにおいて、アクリル酸メチ
ルに特異的なビニル基の吸収ピーク（ビニルピークと称する）が６１００ｃｍ－ １ ～６２
５０ｃｍ－ １ 前後にビニル基の炭素・炭素二重結合の由来する（Ｃ＝Ｃ－ＨのＣ－Ｈ）の
ピークが生じていることがわかる。
【０１１４】
　その後、アクリル酸メチル１０ｍｌに対して、過酸化ベンゾイル０．０２ｇを添加し、
窒素で１５秒間バブリングして、測定用の液状試料４０を調製した。この液状試料４０を
上記ＮＭＲ用サンプリングチューブに仕込んだ。一方、ＩＲ計の測定室に上記試料保持体
を設置し、この試料保持体の試料保持孔に上記ＮＭＲ用サンプリングチューブをセットし
た。その後、ヒーターで７０℃まで加熱し、赤外スペクトルをマルチスキャンで経時的に
測定した。なお、測定波数の範囲はＣ－Ｈの倍音吸収の範囲である５８００ｃｍ－ １ ～６
３００ｃｍ－ １ とし、吸収強度測定波数は６１７０ｃｍ－ １ を用いた。その結果を図７（
ｂ）の経時変化のグラフに示す。なお、図７（ｂ）では、横軸が時間（単位分）であり、
縦軸が上記ビニルピークの吸収強度である。
【０１１５】
　また、反応前の液状試料４０と反応終了後の液状試料４０のスペクトルを比較した。そ
の結果を図７（ｃ）に示す。図７（ｃ）では、横軸が波数（単位ｃｍ－ １ ）であり、縦軸
が吸収強度（単位Ａｂｓ）である。
【０１１６】
　図７（ｂ）から明らかなように、本発明にかかる試料保持体およびＩＲ計を用いれば、
アクリル酸メチルのビニルピークの吸収強度が反応の進行に伴って減少していくことが分
かる。それゆえ、この吸収強度の変化から、アクリル酸メチルの重合速度等を解析するこ
とが可能となる。
【０１１７】
　また、図７（ｃ）に示すように、反応前では十分な強度のあったビニルピークが反応後
にはほぼ完全に消失している。このように、反応前後で明らかに変化する吸収ピークを利
用することで、化学反応を赤外スペクトルおよび近赤外スペクトルで解析することが可能
になる。また、上記で使用した赤外分光光度計とは別のメーカの赤外分光光度計について
も同様に測定した。メーカーが異なっているために、照射光の高さ（Ｚ方向への位置合わ
せ）調節が必要であった。しかし、同等のスペクトルを測定することができ、異なるメー
カーの赤外分光光度計であっても、容易に照射光の高さ（Ｚ方向への位置合わせ）調節が
可能であることが判った。
【０１１８】
　〔実施測定例２〕
　本発明の第２の発明である、保持ブロック（１１）に該液状試料を１０℃以下の低温状
態にするための冷媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試
料保持体（３１）冷媒を使用したスペクトル測定用保持体を利用した測定例として、重量
平均分子量（Ｍｗ）が１０００万以上の超高分子量の重合体の重合体挙動を、実施測定例
１において、保持ブロックを図９に示すような保持体を使用する以外は同様にして測定を
行った。冷媒としてクールニクスを－５℃に設定し冷媒を循環させ、重合を開始させ、そ
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の挙動を観察した。その結果、実施測定例１と同様に低温でのＭＭＡの重合挙動が観察で
きた。上記冷媒としてはエチレングリコールを使用した。
【０１１９】
　またブタジエン系やゴム系の重合体の重合温度は一般に低温であるので、本発明の第２
の発明である、保持ブロック（１１）に該液状試料を１０℃以下の低温状態にするための
冷媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試料保持体（３１
）冷媒を使用したスペクトル測定用保持体を使用して当該ゴム系重合体の重合挙動を分析
することができ、種々の構造のゴム系重合体の重合条件、構造条件を決定するときのデー
タを取得することができる事がわかった。
【０１２０】
【発明の効果】
　以上のように、本発明にかかる 試料保持体および分光光度計は
、該試料保持体に、上記液状試料に照射光を導入する光導入路が設けられ、該光導入路が
上記照射光の進行経路に対して平行となる位置に形成されるとともに、上記液状試料を加
熱可能とする加熱手段と、上記進行経路に対する該光導入路の相対的な位置を、進行経路
に沿ったＸ方向およびＸ方向に直行するＹ方向およびＸ方向，Ｙ方向に対して垂直となる
Ｚ方向の少なくとも一方の方向に変化させ得る光導入路位置調整手段とを備え、

構成である。上
記 試料保持体は、Ｚ方向への光導入路位置調整手段を備えている
ので、種々のメーカーへの分光光度計に容易に適応が可能である。
【０１２１】
　また、試料保持体を試料室に取り付け試料を入れない状態で、進行経路に対する該光導
入路の相対的な位置を、進行経路に沿ったＸ方向およびＸ方向に直行するＹ方向およびＸ
方向，Ｙ方向に対して垂直となるＺ方向の少なくとも一方の方向に変化させ得る光導入路
位置調整手段で、分光光度計の光が行路の中心を通過し検出されている事の確認手段およ
び分光光度計の感度、インターフェログラムのエネルギー確認がより一層確実になる。
【０１２２】
　また、上記構成では、液状試料を加熱しながら、光導入路および光導入路位置調整手段
によって、光照射手段から出射される照射光を確実に液状試料に導くことができる。特に
、光導入路位置調整手段が、光導入路の位置をＸ方向またはＹ方向およびＸ方向、Ｙ方向
に対して垂直となるＺ方向の少なくとも一方に調整可能としていれば、より一層正確な位
置調整ができる。そのたえ、試料保持体を取り外して、他の装置の試料室に取り付けた場
合でも、加熱状態で安定して保持される液状試料から、スペクトルを即時的かつ経時的に
検出することがより一層確実になる。
【０１２３】
　それゆえ、上記構成では、液状試料を加熱しながら、光導入路および光導入路位置調整
手段によって、光照射手段から出射される照射光を確実に液状試料に導くことができる。
特に、光導入路位置調整手段が、光導入路の位置をＸ方向またはＹ方向およびＸ方向、Ｙ
方向に対して垂直となるＺ方向の少なくとも一方に調整可能としていれば、より一層正確
な位置調整ができる。そのため、加熱状態で安定して保持される液状試料から、スペクト
ルを即時的かつ経時的に検出することがより一層確実になる。
【０１２４】
　その結果、従来では全く分からなかったスペクトル測定とこれに基づく解析が可能にな
る。それゆえ、公知の化学反応においても、従来知られていなかった知見を得ることが可
能となり、特に、各種化合物の研究開発分野で有効に利用することができるという効果を
奏する。
【０１２５】
　また本発明の第２の実施形態にあっては、透過型分光スペクトル光度計の測定室に設置
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さらに、
上記保持ブロック（１１）は、円柱状の形状を有し、保持ブロック（１１）の底部に、保
持ブロック（１１）を回転させる保持ブロック回転手段（８０）を備える
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され 複数の孔



段から出射される分光スペクトル測定用の照射光を当該液状試料に透過させて導入する光
導入路とが設けられた保持ブロック（１１）と、さらに該液状試料を０℃以下の低温状態
にするための冷媒（５０）を循環する機構（５１）を有する

試料保持体（３１）であって 上記
試料保持体における液状試料に分光スペクトル測定用の照射光を導入す

る光導入路の位置を、上記分光スペクトル測定用の照射光の進行経路に合わせて液状試料
に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）を備え

ことを特徴とする
試料保持体（３１）および当該保持体が設置された分光光度計であ

る。上記構成を採用することで、当該液状試料を低温状態、あるいは、さらに低い極低温
状態にコントロールすることができ、その低温状態、あるいは極低温状態での各種スペク
トル分析が可能になる。その結果低温状態での反応挙動のスペクトル観察が可能になり、
種々の機能を有する化合物の合成や種々の機能を重合体に付与するときの反応挙動の解析
が容易に達成できる。また、分光スペクトル測定用の照射光の進行経路に合わせて液状試
料に導入されるように調節する光導入路水平方向位置調整手段（４）を備えているので容
易に位置合わせが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１（ａ）は、本発明の実施形態にかかる試料保持体の概略構成の一例を示す
模式図であり、（ｂ）は、（ａ）に示す試料保持体が備える保持ブロック１１の概略構成
の一例を示す斜視図である。
【図２】　図２は、本発明の保持体における、保持ブロック１１の位置調整手段として、
当該照射光の進行経路に沿ったＸ方向への位置を調製するＸ方向操作部１２３と、そのＸ
方向と同一面上で直交するＹ方向への位置を調製するＹ方向操作部１２４と、さらに上記
Ｘ方向およびＹ方向に対して垂直となるＺ方向位置を調製するＺ方向操作部１２７とが具
備された各移動台の上方からの俯瞰図（上図）である。
【図３】　図３は、図２の位置調整手段の具体的な構成の一例を示す上方からの俯瞰図（
上図）および側面図（下図）であり、斜線部分はＺ台座部であり、さらにＸ－Ｙ－Ｚ軸の
調整用ノブおよび固定用ねじ、Ｘ方向，Ｙ方向，Ｚ方向に移動可能な各ステージ等を示す
図である。
【図４】　図４の上図は、熱保持ブロックの中にある試料挿入口と、ヒーターの位置関係
を示す図であり、分光光度計から光を照射して試料を透過して出射している図である。
【図５】　図５は、保持ブロックと位置調整手段としてのＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向位置調
整用機構と、各台座の関係を示した図である。その右はＸ－Ｙ－Ｚ軸の動きを示す模式図
である。
【図６】　図６は、Ｚ台座上下機構を持ったＺ方向移動可能固定台１２９の構成を示す図
であり、ジャッキ機構で上下に動く方式である。Ｚ方向操作部１２７を右に回転で上に、
左回転で下に作動するようになっている。
【図７】　（ａ）は、本発明の一実施例において、測定対象の試料として用いたアクリル
酸メチルの赤外および近赤外吸収スペクトルを示すチャートであり、（ｂ）は、本発明に
かかる試料保持体および分光光度計を用いて得られた、アクリル酸メチルに特異的なビニ
ル基のピークの吸光強度の経時的変化を示すグラフであり、（ｃ）は、ポリアクリル酸メ
チルの吸収スペクトルと、アクリル酸メチルモノマーの吸収スペクトルとを比較したチャ
ートである。
【図８】　図８は、Ｚ方向操作部１２７、Ｚ方向移動台１２９と設置固定台１２０との関
係を示す拡大図である。
【図９】　本発明の第２の形態である、該液状試料を０℃以下の低温状態にするための冷
媒（５０）を循環する機構（５１）を有する 試料保持体（３１）
の具体的構造を示す図である。
【符号の説明】
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１０　試料保持体（ 試料保持体）
１１　保持ブロック
１２　光導入孔位置合わせ機構（光導入路位置調整手段）
１３　下方断熱部（断熱手段）
１４　断熱カバー（断熱手段）
１５　ヒーター（加熱手段）
２１　光照射部（光照射手段）
２２　光検出部（光検出手段）
２３　測定室
４０　液状試料
１１２　光導入孔（光導入路）
Ｌ　照射光の進行経路
Ｍ　測定用スペクトル以外の紫外光等の光の進行経路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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