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CasaXPS 2.3.16 New Feature 

新バージョン 2.3.16で、強化された機能から、４つの例を紹介します。 

1．Peak Fitting with full uncertainty analysis （ピーク分離における完全な不確かさ分析） 

o This allows you to judge the significance of each peak, and justify your analysis statistically with known 
confidence.  

o 各ピークの重要度を判断し、統計学的に既知の信頼度に基づいて分析を正当化することを可能にします。 

 

 

図１．Example of fitting in CasaXPS. 



CasaXPS 2.3.16 新しい機能ガイド 

Casa Software Ltd     www.casaxps.com           Page 2 

 

o This visualisation helps understand the uncertainties in your peak fits, giving greater confidence in the values of 
parameters such as peak area and binding energy extracted from them. 

o この３D 画像表示機能は、ピーク分離における不確かさを理解するのに役立つでしょう。 

ピーク分離から得られたピークエリアや結合エネルギー等から、より信頼した結果を表示する 

ことができます。 

 

図２．3D confidence region displayed in CasaXPS 
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2． Links and constraints within peak fits（ピーク分離における結びつきと制約） 

o There are a wide variety of ways of linking peak parameters within CasaXPS, so that sensible peak fit results can 
be achieved. This is particularly useful when justifying peak fits to journal reviewers for example.  

o CasaXPS上の、広範囲に渡る様々な方法を用い、ピークパラメータ値との結びつきを得ることで実用的な、

ピーク分離の結果が得ることが可能です。この手法は、特にピーク分離を正当化するのに役立ちます。 

 

 

図３．Linked components in a peak-fit using CasaXPS. 
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3．Full suite of multivariate analysis functions. （多変量解析機能のフルセット） 

o CasaXPS has a full range of multivariate analysis methods (PCA, TFA etc) that can be applied to both spectra and 
images.  

o CasaXPSは、PCA,TFA等の多変量解析における全てのレンジをご提供します。 

 

 

図４．Example of image data and multivariate analysis options. 

 

以下に、異なったアスペクトの機能で作成した解析結果を２つ表示します。 
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o You can highlight regions of an image showing similar chemistry that emerge from PCA, for example. 

o イメージデータに含まれる各領域をハイライト表示することが可能です。この例は、主成分分析法（PCA）

により得た、似た化学的性質の領域の画像を表示しています。 

 

図５．Raw image data displayed in CasaXPS 

o Processing the Image Set （画像データ処理） 

 

図６．Principal components of a complex XPS image from O1s spectra containing three oxidation states. 
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4．Flexible interconversion between spectra and images 

o CasaXPS can assemble spectra from images at different binding energies, or can produce images from spectra.  

In particular, spectra can be formed from images even if those images are not evenly-separated in binding energy.  

o CasaXPSでは異なった束縛エネルギーにおける画像データからスペクトルを組み立てることも、逆に、スペ

クトルから画像データを作り出すことも両方可能です。 

 

図 7. Overlaying images and spectra 

 

 

図 8．Binding energies of images combined to form spectra 


