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美味しさって、あまくありません。

「見えないけど、見つけられる。」
目には見えない超微粒子まであらゆる粒け径を数値で視覚化
〈チョコレートの製造工程で活躍するHORIBA製品〉
レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置「Partica」LA-960

ヒトが舌で感じる味覚。それは最新の分析機器でもかなわない
複雑で高度な処理が瞬時に行われています。HORIBAの技術は、
チョコレートの食感を左右するカカオや砂糖などの粉砕具合を
マイクロメートル単位で見極めて調整。長い歴史で培われた製
菓メーカーの厳しい基準を数値化することで、その滑らかな舌
触りや、思わず口元がほころぶ美味しさづくりに役立っています。

すべての品質は、
分析計で見極める。

新製品ラインアップ



粒子計測のトップランナーが、また進化する。
10ナノから5ミリまで（0.01μm～5000μm）。業界最大幅※のダイナミック測定レンジを達成。 ※2013年6月当社調べ

粒子サイズは、
あらゆる産業分野の、
ものづくりの基礎。

世界最高クラス※の精度・品質で信頼を得た、レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置Partica（パーティカ）。

従来からの高性能をより高め、サブミクロン領域の測定性能を革新。

0.01㎛～5000㎛までの業界最大幅※の測定レンジのみならず、平均径20nmの標準粒子測定の実力も備えました。

多彩なアクセサリや簡単セル切り替えなど、実用性の高い設計は継承し、

ユーザーニーズに応えるモノづくりにこだわりました。

世界で認められた京都ブランドの誇り、世界最高水準器※としてデビューです。

微粒子は最先端技術のものづくりを支えています。
…目には見えない小さな粒子一つひとつの大きさを測るテクノロジ…

粒子計測が広げる、多彩な分析分野。

◉粒子径計測とは?
粒子の集合体の大きさや個数、頻度分布を測定する方法は、色々な原理や理論があります。
その目的や要求される精度、測定対象の状態に応じて相応しい計測技術や機器を選定します。

粒子径を定めるには、大きく、以下の４つの基準
のどれかを採用します。

※LA-960は、いずれの基準値でも粒子径測定ができるよう4種類の
　基準で、粒子径分布を表せるようになっています。

粒子径を定める４つの基準

●最小平均径20nmの標準粒子の測定を実現

●出荷時の全数検査で確証される、高い信頼性。 ●簡単セル切り替えで、
　次々に多様なサンプルを測定可能。

●循環系と分析部を一体化。
　コンパクトで省スペースに貢献します。

●高分解能の実力（混合ガラスビーズ測定例）
　大きさが異なる粒子が混在する場合や、その割合が変わるときも
　逃さず検出。

■標準粒子による±0.6％精度保証
■ISO13320規格準拠
■トレーサビリティサポート

循環システム 分析部 Partica
LA-960＋ ＝

レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置
LA-960シリーズ

■ 半導体製造材料の品質管理用として
■ 食品の食感（舌触りや喉ごし）の研究
■ 医薬品の効果の研究
■ 河川の土砂の測定
■ インク・顔料の品質向上
■ 化粧品の使用感
■ 霧状スプレー開発
■ カーボンブラックの分散状態評価
■ 医薬品の効能と溶解・浸透のしやすさの調節
■ 触媒の研究開発・品質管理に

Scientific

21

■乾式測定ユニット ■バッチセルユニット■ミニフロー 小容量循環システム
●水に溶けやすい食品原料、医薬品、粉洗剤、染毛料など
●粒子を集めて塊状に加工された顆粒や造粒粉
●水や溶媒に分散すると膨潤するポリマーや樹脂
●撥水コーティングされた粉末

●測定後全量回収が必要な希少試料、貴金属や医薬品
　 ●揮発性の高い溶媒を用いた測定
　 ●試料量が限られた標準粒子など

■スプレーユニット
●スプレーノズルや効率の研究・開発
●インヘラー型医薬品、スプレー型点鼻薬

■ペーストセルユニット
●極力希釈をしないで測定したいインク、塗料・顔料
●二次電池の正極材、負極材
●高粘度樹脂やポリマーに分散された微粒子
●磁性粉体

■オートサンプラ/スラリーサンプラ
●セラミックスや電子材料の生産ライン管理
●コンデンサ材料の生産品質管理
●触媒生産工場における各拠点の生産品質管理

●顔料や塗装材料、文房具用インクなど有機溶媒に分散された製品
●水に溶けやすい、医薬品や食品、染料など
　有機溶媒に分散する必要がある試料。
●燃料、潤滑油などオイル系溶媒に分散している試料

◉レーザ回折/散乱法とは？
数多くの微粒子が集合する状態にレーザ光を照射すると、その光があらゆる方向に回折・散乱
する現象が観測されます。粒子の大きさ（体積）に応じて、回折・散乱する光の角度や強度が
異なる為、回折理論や散乱理論に基づいた演算処理を行い、粒子径分布を算出します。

乾式・湿式など、測定方式によるセル交換も、セルホルダご
とスライドさせるだけのワンタッチ・クイック操作。付け替え
や取り外しなどの作業が一切不要です。

循環系と分析部を一体化して設計。サンプリングから洗浄、
データ表示までを1分以内で行える快適さを実現しています。
多様な測定を繰り返し行う必要のある粒度分布計測を、効
率化。しかも、コンパクトで省スペースにも貢献します。

粒子を活用した材料（粉末・エマルジョン・コロイド）は、ナノレベル
におよぶ幅広いレンジでその特性や機能性を生かした分野に
応用されており、現在では、より高性能・高精度・高品質を求めて、
その大きさやその分布幅、形などが深く研究・探査され、製品化
と品質管理に活かされています。
複雑な挙動を示す微粒子の大きさを、短時間で精度よく測定し、
管理するノウハウは、全世界に提供する重要な技術。ものづくり
と、その未来を握る分野にHORIBAの技術が生きています。

多彩なアクセサリが、粒子径測定の多様性に対応します。
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位相変調方式ならではの高感度・高精度表面分析を実現。
多様なアクセサリと、実績のソフトウェアで自動化をサポート。

分光エリプソメータUVISEL ２は、先進的な光学系を組み合わせた位相変調法の採用で、

超薄膜から厚膜までのあらゆる薄膜評価に、高精度・高分解能な測定結果を、素早い分析で提供します。

また、多種サイズのスポットを標準装備し、用途に応じた薄膜測定にも柔軟に対応。

各種測定の自動化機能、確かな実績に支えられたソフトウェアの提供で、

研究開発から生産管理まで、高精度な測定と日々のルーチン作業の効率化を両立。

薄膜構造に対するより深い洞察やより明確な特性分析を提供します。

分光エリプソメータ

新たに観察用同軸カメラを搭載。
より手軽に測定位置の確認が行えます。 検出器

検光子

位相変調器

観察用同軸カメラ偏光子

光源

試料

■ UVISEL 2 の光学構成

新機能

■ 実績のソフトウェア  DeltaPsi2  標準搭載
DeltaPsi2は、システム制御、データシミュレーション、サンプル
測定、モデリングそしてレポートまでを自動化できるパワフルな
ソフトウェアです。直感的な操作で、初心者からエリプソメータ
熟知者まで、幅広いニーズに対応します。

すべての薄膜測定に挑戦するための究極のソリューション

太陽電池
多層膜の膜厚、テクスチャ構
造の表面状態、反射防止膜
の屈折率、深さ方向の均一
性 など

光学コーティング
機能性コーティング

ディスプレイ
多層膜の膜厚、表面ラフネス、
Siの結晶化率、有機膜の膜
質変化（劣化）、高分子膜の
光学異方性など

表面化学/表面改質
バイオ分野

バイオセンサ、蛋白質の膜評
価：金基板上のDNAやプロ
テイン測定

半導体
多層膜の膜厚、自然酸化膜
層、光学定数（n-k）など

化合物半導体

光エレクトロニクス

多層膜の膜厚、混晶の組成
比、バンドギャップなど
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重油・ナフサ・原油など、石油中の硫黄分は精製過程やその後の処理において機器の腐食や触媒効果、

臭気などに影響します。蛍光X線硫黄分析計SLFA-60は、石油などに含まれる硫黄分を測定するコンパクトな測定装置です。

Scientific

重油・ナフサ・原油など石油製品中の硫黄分を現場測定。
シェールオイルなどの新市場にも対応します。

蛍光X線硫黄分析計
SLFA-60

■コンパクトボディで高精度測定  ■大型カラー液晶モニタ採用により抜群の視認性  ■操作性を高めたシートキーを採用

イメージ画像▶

校 正 測 定 データ管理

バックライト付（D-71を除く）で暗
所でも測定値の読み取りが簡単
です。

手にフィットするスマートボディ。
基本操作ボタンを3つに集約し、
片手での操作性にこだわりました。

自動車や携帯電話で使用され
ている最新のポリカーボネート
樹脂※で耐衝撃性を高めました。
※ポリカーボネート樹脂は従来のABS
樹脂に比較し、約2倍の衝撃特性を有
しています。

IP67に準拠した防水・防塵構造。
※IP67：水深1mで約30分の浸漬でも
故障しない防水性能を示します。（水中
では使用できません）

オプションの電極フックアタッ
チメントはケーブル巻取り機能
付き。持ち運びもコンパクトで
簡単です。

オプションの電極スタンドは、卓
上での計測をスムーズに行える、
専用タイプをご用意。片手で上
下左右、自在に操作できるフリ
ースタイル測定を可能にします。
また、ポリカーボネート樹脂の採
用で、薬品にも強く、アルコール
ふき取りが可能なのでメンテナ
ンス性が良く、どのような測定環
境にも適合します。

当社従来比約1/10の省電力設
計にて約1000時間※の長時間
稼動を実現。フィールドでも安心
してお使いいただけます。
※D-71/D-72において
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LAQUAact（ラクアアクト）ポータブル型pH・水質計D-70/

ES-70/OM-70シリーズは、ラボでもフィールドでも手軽に

高精度な測定を可能にするコンパクトな水質計です。衝

撃に強いポリカーボネート製のボディに、高精度な測定

能力と、防水・防塵、片手で使いやすい機能性を盛り込

みました。ラボでもフィールドでも水質測定の幅広い用

途に対応する、あなたのアクティブなツールです。

片手で使いやすい 衝撃に強い

防水・防塵

長時間稼動

持ち運びしやすい

暗所も安心

実験室で使いやすい

ポータブル型 ｐH・水質計
D-70/ES-70/OM-70シリーズ

ラボで、フィールドで。必要な場所へ、どこでも。

現場で測定結果を
プリントアウト可能
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Semiconductor

コンパクト設計・高温薬液対応・安定稼働。
次世代のウェットプロセスに必要な機能が1つになりました。
半導体製造の微細化や大口径化にともない、半導体ウェットプロセスでは
薬液濃度モニタにもさらなる高性能化が求められています。
光ファイバ式薬液濃度モニタCS-600Fは、
厳しい薬液濃度管理に対応するため、インラインでの高温薬液の測定、
ダウンタイムを削減する長期安定性能、空間生産性を高めるコンパクト化など、
現場ニーズに最適な高機能化を果たしています。
次世代のウェットプロセスへHORIBAは薬液濃度管理で、
歩留り向上・プロセスの最適化へ貢献します。

コンパクト
設計

安定稼動で
ダウンタイムを
大幅に削減

高温薬液
20℃～80℃
対応

３つの機能を集約し、
洗浄工程の効率が大幅に向上！

CS-600F
薬液濃度モニタ光ファイバ式

インライン測定での
バックグラウンド補正頻度を大幅に低減。

高温薬液（20℃～80℃）の
ダイレクト・安定測定を実現。

半導体製造ウェットプロセスに、新機能と高 性能で、よりいっそうの効率化を提案します。

■光源ユニットとモニタ本体を積み重ね、省スペースに設置

クリーンルーム

サブファブ

薬液キャビネット

光源ユニット

モニタ本体

サンプルセル

ドレイン

薬液
タンク

洗浄装置

本体のコンパクト化により、
レイアウトフリーを実現。

センサにPFAを採用し、耐薬品用途に対応。
HF濃度0-50%の測定レンジで幅広く活用可能。

洗浄装置
（枚葉装置）

ドレイン

光源ユニット

サンプルセル

P F H

NH3

HCL

H2O2

HF

H2O

分離しての設置が可能

モニタ本体

薬液
タンク

レイアウトフリーで、
多種（最大６種）の薬液にも柔軟に対応。

光学系の一新と演算処理の改良により、最先端ウェットプロセスに必要
不可欠な高温薬液のダイレクト測定を実現。ユーザーサイドでの薬液
の冷却を必要としません。しかもふらつきがちな高温薬液のダイレクト
測定を、安定して計測することが可能。薬液管理の効率化・高精度化
が実現します。

従来モデル（CS-100F1 Series）から定期補正頻度を大幅に削減し、装置
のダウンタイムを大幅に削減。スループットの向上に大きく貢献します。

従来モデル（CS-100F1 Series）と比べ、高さ36%減, 容積40%減 、セル
部の取り回し占有率幅46%減のコンパクトサイズを実現。さらに光源
ユニットとモニタ本体を分離設置が可能なので、薬液供給ユニットや
洗浄装置の設置スペースに合わせた自由な配置が可能です。

HF-960EMは、接液部に耐薬液性が高い、PFA（フッ素樹脂）センサを採用。センササイズを極
限まで絞り込み、半導体WET Processの枚葉化による省スペース設置への対応を実現しました。
従来製品に比べ、安定性および再現性精度を向上。半導体プロセス開発段階での導入や、特殊
薬液の導電率管理など幅広い用途での濃度管理に最適です。

分離しての
設置も可能な
レイアウト
フリー設計。

１台で最大６
薬液種（薬液
またはレンジ）の
測定が可能。

●HF濃度50%までのワイドレンジ設定
●接液材質をPFAのみとしたクリーン構造のセンサを採用
●温度測定センサ内蔵。80℃までのHFサンプル測定に対応。
●FS ±0.5%の再現性精度を実現。

半導体製造プロセス用  
低濃度HF中溶存酸素計
HD-960L

レンジ切替え機能でug/Lからmg/Lまで対応。
HF中溶存酸素濃度を安定測定。

低濃度から高濃度までの溶存酸素濃度に対して、常に最適レンジ/分解能で測定対応するレン
ジ切り替え機能を搭載。プロセス毎に最適な測定要求に対応します。耐薬液センサを採用して
いるので低濃度HF以外の薬液測定や純水中測定といった、ファシリティからプロセスまでの
溶存酸素測定を幅広くサポートします。

● ug/Lオーダーからmg/Lオーダーまで自動でレンジを切り替え
●ユースポイントから離れた計装エリアで設定変更／制御が可能な通信機能搭載
●最小15ml/minの流量での少量サンプル測定対応
●電気ゼロおよびガスゼロ／スパン校正機能を搭載

フッ酸（HF：フッ化水素酸）はシリコン酸化膜をエッチングする特質を持ち、
基板洗浄プロセスに不可欠な材料。
特に最先端のnmオーダの洗浄プロセスでは、低濃度のフッ酸が用いられ、
半導体ウェットエッチングの中でも非常に高いレベルの濃度管理が要求されます。
その品質管理には高精度の分析計が不可欠です。
新たに半導体製造プロセス用のHF濃度計と低濃度HF中溶存酸素計をラインアップ。
半導体洗浄工程の効率化・高精度化に貢献します。

フッ酸、およびフッ酸中の溶存酸素を、
インラインで高精度に測定します。

半導体製造プロセス用  
HF濃度計
HF-960EM/CM-510

■CS-600F-1P25P5 常温測定時■CS-600F-1P25P5 高温測定時
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CS-600F-1P25P5 NH3：0.00-1.20mass%, H2O2：0.00-5.50mass%, H2O：93.3-100.0mass%

■CS-151F1-1P25P5 常温測定時
〔従来モデル〕

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

30

29

28

27

26

25

24

23

22
10 2 2.50.5 1.5 3
Time (hour)

C
on
ce
nt
ra
tio
n 
(m
as
s%
)

Te
m
pe
ra
tu
re
 (℃
)

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

70

69

68

67

66

65

64

63

62
10 20.5 1.5 3
Time (hour)

C
on
ce
nt
ra
tio
n 
(m
as
s%
)

Te
m
pe
ra
tu
re
 (℃
)

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

26

25

24

23

22

21

20

19

18
10 2 3
Time (hour)

C
on
ce
nt
ra
tio
n 
(m
as
s%
)

Te
m
pe
ra
tu
re
 (℃
)

2.5

NH3 H2O2 Temperature

0.5 1.5 2.5

測定対象：DIW

＊社内データの一例です。
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堀場アドバンスドテクノ製品

堀場アドバンスドテクノ製品



5 6

Semiconductor

コンパクト設計・高温薬液対応・安定稼働。
次世代のウェットプロセスに必要な機能が1つになりました。
半導体製造の微細化や大口径化にともない、半導体ウェットプロセスでは
薬液濃度モニタにもさらなる高性能化が求められています。
光ファイバ式薬液濃度モニタCS-600Fは、
厳しい薬液濃度管理に対応するため、インラインでの高温薬液の測定、
ダウンタイムを削減する長期安定性能、空間生産性を高めるコンパクト化など、
現場ニーズに最適な高機能化を果たしています。
次世代のウェットプロセスへHORIBAは薬液濃度管理で、
歩留り向上・プロセスの最適化へ貢献します。

コンパクト
設計

安定稼動で
ダウンタイムを
大幅に削減

高温薬液
20℃～80℃
対応

３つの機能を集約し、
洗浄工程の効率が大幅に向上！

CS-600F
薬液濃度モニタ光ファイバ式

インライン測定での
バックグラウンド補正頻度を大幅に低減。

高温薬液（20℃～80℃）の
ダイレクト・安定測定を実現。

半導体製造ウェットプロセスに、新機能と高 性能で、よりいっそうの効率化を提案します。

■光源ユニットとモニタ本体を積み重ね、省スペースに設置

クリーンルーム

サブファブ

薬液キャビネット

光源ユニット

モニタ本体

サンプルセル

ドレイン

薬液
タンク

洗浄装置

本体のコンパクト化により、
レイアウトフリーを実現。

センサにPFAを採用し、耐薬品用途に対応。
HF濃度0-50%の測定レンジで幅広く活用可能。

洗浄装置
（枚葉装置）

ドレイン

光源ユニット

サンプルセル

P F H

NH3

HCL

H2O2

HF

H2O

分離しての設置が可能

モニタ本体

薬液
タンク

レイアウトフリーで、
多種（最大６種）の薬液にも柔軟に対応。

光学系の一新と演算処理の改良により、最先端ウェットプロセスに必要
不可欠な高温薬液のダイレクト測定を実現。ユーザーサイドでの薬液
の冷却を必要としません。しかもふらつきがちな高温薬液のダイレクト
測定を、安定して計測することが可能。薬液管理の効率化・高精度化
が実現します。

従来モデル（CS-100F1 Series）から定期補正頻度を大幅に削減し、装置
のダウンタイムを大幅に削減。スループットの向上に大きく貢献します。

従来モデル（CS-100F1 Series）と比べ、高さ36%減, 容積40%減 、セル
部の取り回し占有率幅46%減のコンパクトサイズを実現。さらに光源
ユニットとモニタ本体を分離設置が可能なので、薬液供給ユニットや
洗浄装置の設置スペースに合わせた自由な配置が可能です。

HF-960EMは、接液部に耐薬液性が高い、PFA（フッ素樹脂）センサを採用。センササイズを極
限まで絞り込み、半導体WET Processの枚葉化による省スペース設置への対応を実現しました。
従来製品に比べ、安定性および再現性精度を向上。半導体プロセス開発段階での導入や、特殊
薬液の導電率管理など幅広い用途での濃度管理に最適です。

分離しての
設置も可能な
レイアウト
フリー設計。

１台で最大６
薬液種（薬液
またはレンジ）の
測定が可能。

●HF濃度50%までのワイドレンジ設定
●接液材質をPFAのみとしたクリーン構造のセンサを採用
●温度測定センサ内蔵。80℃までのHFサンプル測定に対応。
●FS ±0.5%の再現性精度を実現。

半導体製造プロセス用  
低濃度HF中溶存酸素計
HD-960L

レンジ切替え機能でug/Lからmg/Lまで対応。
HF中溶存酸素濃度を安定測定。

低濃度から高濃度までの溶存酸素濃度に対して、常に最適レンジ/分解能で測定対応するレン
ジ切り替え機能を搭載。プロセス毎に最適な測定要求に対応します。耐薬液センサを採用して
いるので低濃度HF以外の薬液測定や純水中測定といった、ファシリティからプロセスまでの
溶存酸素測定を幅広くサポートします。

● ug/Lオーダーからmg/Lオーダーまで自動でレンジを切り替え
●ユースポイントから離れた計装エリアで設定変更／制御が可能な通信機能搭載
●最小15ml/minの流量での少量サンプル測定対応
●電気ゼロおよびガスゼロ／スパン校正機能を搭載

フッ酸（HF：フッ化水素酸）はシリコン酸化膜をエッチングする特質を持ち、
基板洗浄プロセスに不可欠な材料。
特に最先端のnmオーダの洗浄プロセスでは、低濃度のフッ酸が用いられ、
半導体ウェットエッチングの中でも非常に高いレベルの濃度管理が要求されます。
その品質管理には高精度の分析計が不可欠です。
新たに半導体製造プロセス用のHF濃度計と低濃度HF中溶存酸素計をラインアップ。
半導体洗浄工程の効率化・高精度化に貢献します。

フッ酸、およびフッ酸中の溶存酸素を、
インラインで高精度に測定します。

半導体製造プロセス用  
HF濃度計
HF-960EM/CM-510

■CS-600F-1P25P5 常温測定時■CS-600F-1P25P5 高温測定時
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CS-600F-1P25P5 NH3：0.00-1.20mass%, H2O2：0.00-5.50mass%, H2O：93.3-100.0mass%

■CS-151F1-1P25P5 常温測定時
〔従来モデル〕
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より速く、より効率の良い液体材料気化を実現。
液体材料気化システムにニューモデル登場。

半導体デバイスの高性能化、多機能化が重要課題のいま。デザインルールの微細化や、ウェハの大口径化などの高性能化と、製造
工程の効率化・生産性の向上を両立させるため、日々新しい製造プロセスが開発されています。そのため、半導体製造プロセスで
の液体材料は、新材料開発や用途拡大、気化量の大流量化が要求されています。長年にわたり培ってきた気化技術、流量制御技
術をもとに、より高性能で、より効率の良い液体材料気化システムを開発。豊富な経験と実績に裏付けられたノウハウとともに、
お客様のご要望のシステムとして提供しています。

Semiconductor

10種類以上の仕様をこの一台でまかなう！
予備在庫を圧倒的に圧縮し、ダウンタイムを削減します。

ガス供給圧力常時監視で世界最高※の応答速度＆測定精度を実現

マスフローモジュール

デジタル／アナログ
モデル用コネクタ

デジタルコネクタ

32 Bit CPU

ガスフィルタ

圧力センサ

ピエゾバルブ

ディスプレイ

温度センサ

P2P1

P0

GAS INLET GAS OUTLET

NEW

CRITERION D500は、流量制御機能に圧力計測機能を搭載したモジュール化を行い、
従来ガス供給ラインごとに設置されていたレギュレータを削除。小型化と低価格化を実
現しています。ガス流量計測部は、圧力センサとフローリストリクタ（流量抵抗体）から
構成され、ガスがフローリストリクタを通過する際に生じる圧力差よりガス流量を計測
します。CRITERION D500では、微少流量からフローリストリクタを通過するガスの量
を確実に流量へと換算できる構造とし、流量計測精度の向上を実現しました。

［構造図］

スマートフォンやタブレットPCなど、デジタル環境が生活に入り込み、医療機器や車載用制御機器など、IT分野以外でも半導体が
不可欠になってきました。高性能なチップを、効率良く、大量に生産するには、半導体製造工程でも、低価格化やダウンタイムの削
減等、運用上の課題がより重要です。CRITERION（クライテリオン）D500は、ガス圧力センサを搭載しガス種別・特性に合った
流量の制御を実現。世界最高※の流量精度・応答速度を達成しました。しかも、ガスの種類や流量範囲を自由に設定･変更できるの
で、1台で10種類の仕様にマルチ対応可能です。従来、ガス種別ごとに必要とされてきた故障時予備品の購入コストを大幅に削減
し、コストダウンニーズにも対応します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2013年11月当社調べ

▶PI機能（Pressure Insensitive)
レギュレータレスのガスパネルの構築が可能に。急激な圧力変動におい
ても、安定した流量制御を可能とする最新のアルゴリズムを搭載。

▶マルチガス・マルチレンジ・マルチプレッシャー機能
ユーザ一サイドでの「ガス種変更」、「フルスケール流量変更」、「供給圧力レ
ンジ変更」が可能な機能を搭載。予備品低減など、コスト削減に貢献します。

▶自己診断機能 ln-situ G-Life
インテリジェントガスパネル構築をご提案。進化したG-Life機能は短時間：
3秒以下（typical）で自己診断が行え、スループットの向上に貢献します。

▶高精度
進化した流量計測機構と、多様な計測データをもとに、3次元補正をかけ、
流量精度を向上。

▶全流量域での応答性能を向上

▶ワイドレンジ制御

フローリストリクタ

圧力センサ

高性能液体材料気化システム

［構造図］ ［構造図］

Inlet

駆動電源

増幅回路

圧力センサ

Outlet

MPU

センサ
駆動回路

補正回路

流量出力信号

P1 P2
フローリストリクタ

液体デジタルマスフローメータ
XF-100 Series

差圧測定方式採用で実現した高速応答

ミックスドインジェクション
MV-2000 Series

トルネードフロー方式による安定気化・大流量気化

流量を把握し、 高速に気化する。

差圧センサ方式の採用により100msecの高速応答を実現。
（ピエゾバルブと組み合わせた場合は0.8秒以内）高速化により、
流量が安定するまでの時間が短縮され、液体材料の使用量の
低減に貢献します。

XF-100シリーズは、フローリストリクタの前後に配置された圧力センサの圧力
差を検出し、ハーゲン･ポワズイユの法則を用いて流量に換算しています。セン
サ部に熱源がないため、溶存ガスの再放出（気泡）の影響を受けることなく、正
確な流量計測が可能であり、熱分解しやすい材料にもダメージを与えません。

高効率気化方式により、低温度での安定気化を実現。熱分解し
やすい液体材料においても気化性能が向上しました。また、当
社従来品と同じ温度条件で大流量気化も可能です。同じフット
プリントでの大流量化により、新たなレイアウト変更が不要です。

計測原理　差圧測定方式
MV-2000シリーズは螺旋形状のプレート（Tornado Flow System）を気化部
内に導入しています。当社従来品（中空構造）より気化面積を増やすことにより、
気化効率の向上を実現しました。

気化原理　トルネードフロー方式

［気化部内温度分布イメージ］

Liquid
Carrier Gas

気液混合部

気化部

ヒータ

トルネードフロー方式

熱交換効率向上Flow

バルブ

NEW NEW

堀場エステック製品

堀場エステック製品 堀場エステック製品
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排ガス後処理システムの研究開発に最適

“窒素化合物計測装置”登場。

窒素化合物ガス4成分（NO/NO2/N2O/NH3）を高感度に計測できるQCL-IR法分析計が、
HORIBA ONEシリーズとして新たにラインアップ。高出力レーザ光源と長光路セルの組
み合わせによる高感度分析、長光路セル・短光路セル併用による幅広いダイナミック
レンジでの高精度計測が可能です。
また、“HORIBA ONE PLATFORM”の採用により、各種測定装置との統合コントロール
が可能。使いやすさと拡張性・柔軟性を実現しました。

通信型ドライブレコーダが、ビッグデータの時代に車両の運行管理の新たな扉を開きます。クラウド型総合運行管理
支援システムHORIBA FLEET LINKAGEは、テレマティクス分野において、クラウドサービスを提供している実績とノウ
ハウを持つ日本ユニシスとの協業で、運送業やタクシー業界のみならず営業車などの業務車両全般に提案する新し
い運行管理システムです。デジタルタコグラフによる運行情報を無線を使ってリアルタイムにデータセンターに収集、
ドライブレコーダによる映像情報との統合で、急ブレーキ時の映像や燃費、車両の動態などを管理。危険運転時には
瞬時にメール通知を行ったり、運行データを解析して、安全や燃費に関する各種レポートや車両の稼働実績など、多様
なサポートサービスを提供します。データやノウハウを随時集約して、今後も効率的な物流システムや安全運転につな
がるシミュレーション機能を発展させ、ドライバ一の日々の安全運転をサポートします。

NH3N2ONO2NO

●NO/NO2/N2O/NH3をリアルタイム計測
●中赤外レーザ分光法採用
●広域ダイナミックレンジ
（NH3：0.6ppm～2000ppm）
●高速応答を実現※1

　NO・NO2・N2O：t10-90 2秒以下
　NH3：t10-90 5秒以下
　※1 測定条件については製品仕様をご覧ください

●尿素SCR・リーンNOxトラップ（LNT）・連続
　再生式トラップ（CRT）などNOx後処理シス
　テムの開発ツール
●新規制対応のための研究・開発ツール 時系列トレンドチャート

テレマティクス分野におけるビッグデータ活用に。
日々の運転から集められたデータをクラウドに蓄積・解析。

計測システム全体をまるで一台
の計測装置のように操作する
統合計測プラットフォーム

車載装置

DRT-7000シリーズ

記録媒体

車両

データ記録
情報活用

インターネット

事務所PC

データ回収

通信

運転者

クラウドサーバ
データ分析・
データベース化

帳票

管理者 日報

教育

週報

情報・
サービス提供

様々な帳票に出力し
安全運転教育に活用

※SDはSD Card Associationの商標です。

テレマティクスとビッグデータ活用

ドライブレコーダー機能付デジタルタコグラフ
DRT‐7000シリーズ

■テレマティクス（Telematics）とは
テレコミュニケーション（Telecommunication=通信）とインフォマティクス（Informatics=情報工学）から
作られた造語。

■ビッグデータとは
高ボリューム、高速度、高バラエティの情報資産のいずれか、あるいは全てを、新しい形で処理し、意思決
定の高度化、見識の発見、プロセスの最適化に寄与させるというデータ活用の新しい考え方。ビジネスの
大きなトレンドとして注目されています。

Automotive Test System

●尿素SCR・リーンNOxトラップ（LNT）・連続再生式トラップ（CRT）などNOx後処理システムの開発ツール
●新規制対応のための研究・開発ツール ー 米国GHG※2規制：HDエンジン・汎用エンジン排ガスのN2O計測（ダイレクト計測）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー EuroⅥ：HDエンジン排ガスのNO2・NH3計測（ダイレクト計測）

計測例

OVN

OVNOVN

ディーゼルエンジン

尿素水

排ガス
酸化
触媒

DPF SCR
触媒

酸化
触媒

NO/NOx/THC/CH4 NO/NOx/THC/CH4

NO/NOx/THC/CH4

NO/NO2/N2O/NH3

NO/NO2/N2O/NH3

CO(L)/CO(H)/CO2/O2

MEXA-ONE
MEXA-ONE-QL-NX

MEXA-ONE-QL-NX

※2  GHG＝温室効果ガス（Greenhouse Gas)

NEW

NEWLaser Spectroscopic Motor Exhaust Gas Analyzer

レーザ吸光法自動車排ガス測定装置 QL-NX

速度オーバー

急加減速

アイドリング

連続運転

事故

作業効率

運行情報と映像情報を1台で的確に収集。
万一のときも、デジタコベースの運行データですので信頼性が違います。
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TPNA‐500は、試薬の消費量や純水の使用量、あるいは交換部品点数の削減など、
さまざまな視点で、よりいっそうのメンテナンスの手間、ランニングコストの削減を推し進めました。
これからの規制対応に、メンテナンスとランニングコストからアプローチする実用的な全窒素・全りん測定装置です。

Process & Environmental

自動全窒素・全りん測定装置
TPNA-500

NEW

油分濃度計
OCMA-505

NEW

業界No.1の低ライフサイクルコストを実現。（当社調べ2013年）
総量規制からコンプライアンスを重視する企業まで幅広く対応。 排液・環境水などに含まれる油分濃度を測定する油分濃度計OCMA-5０5。

従来製品の使いやすさはそのままに、操作性を大きく向上しました。
試料水を注入後、ボタンをひとつ押すだけのワンタッチ操作。
油分抽出から測定・排液までスピーディーに行え、どなたでも簡単にご使用いだだけます。
また、溶媒使用量も従来製品より20%削減。環境負荷の低減を実現し、ランニングコストも削減します。

スイッチひとつで油分抽出から測定・排液まで自動実行。

電源スイッチ

アラームランプ

アクセス中ランプ

保守中スイッチ

USBソケット

表示部
 （タッチパネル）

プリンタ

環境負荷・ランニングコストの低減（溶媒使用量20%削減※）

試料水の注入後、STARTボタンを押すだけで、油分の抽出・測定・排液まで自動で実行。排出弁の

開閉など、面倒な操作がなく、測定のスピードアップがはかれます。さらに、カラーグラフィック液晶

や抽出槽のバックライトを採用するなど、操作性が向上しています。 

OCMA-505は、試料水中の油分を溶媒H-997に抽出し、赤外線分析計でその含有量を測定する赤外

線吸収法を採用しています。溶媒使用量を当社従来製品より20%削減したことにより、環境負荷の

低減を実現。さらにランニングコストも削減できます。

現場設置型で、フィールドでの活用に最適の水質計H-1シリーズ。高所・防爆環境など、多
様な空間での機器メンテナンス性を高めるために、無線通信「H-1Link」が登場しました。
離れた位置にある各H-1シリーズの稼働状態や、現在測定値、メンテナンス情報などを、設
置場所へ移動することなく確認できます。

スイッチひとつで簡単測定

試料水注入1 抽出・測定2 排液3 データ化4

多様な用途で活用されています

環境

排水

油分を含む試料水
（16mL） 

溶媒（8mL）

試料水 

溶媒（H-997）を加える よく撹拌する 油分を溶媒へ抽出する 

油分が溶解した溶媒  

※当社従来比

●各種工場排水中の油分測定（鉄鋼、産業廃棄物、石油化学、食品）
●下水処理場の排水中の油分測定
●海上輸送用タンカーにおけるバラスト、ビルジ排水などの排水監視
●廃油処理施設での排水中の油分測定と油水分離装置の性能確認

●環境基準に基づいた環境水質調査
●自動車整備工場やガソリンスタンド周辺の水質計測
●原油・石油基地における貯蔵タンクの洗浄排水の水質監視
●タンカーや石油化学工場における事故発生時の油分拡散調査

部品洗浄
●部品の洗浄工程の残留油分測定
●部品洗浄液の油分評価
●半導体・メッキ接着における油脂洗浄評価

LCC（Life Cycle Cost）を約30%低減。
■ 業界最小クラスの試薬消費量（当社従来比）

メンテナンス工数の大幅低減を実現。
■ 測定試薬の長寿命化(従来比２倍)
■ 試薬デリバリーにより、ご指定日にお届け
■ 試料水の汚れ影響に強い新計量法式を採用
■ 測定ラインの自動洗浄機能搭載
■ メンテナンスは全て全面のみで可能

国内実績No.1の紫外線酸化分解法を採用。

遠隔校正、機器状態の把握など。H-1シリーズ水質計のメンテナンス性を大きく 向上するソフトウェア、誕生。

Wireless Communication ToolSeries

無線メンテナンス機能

校正履歴グラフ現在測定値表示

●パソコン側専用アダプタ（表示端末側）
※表示端末（モバイルPC）は別途必要となります。
　市販のPCをご用意ください。
（対応OS：WindowsⓇ 7・WindowsⓇ XP）

離れた場所でも計測器の状態が一目でわかる［無線測定］
校正状況・情報がひと目でわかる［遠隔校正］
多数ある設定値が容易に設定できる［変換器設定］
複数のセンサ情報が一括してわかる［センサ管理］
トラブルをスムーズに解決する［トラブルシューティング］

計器室

通信可能エリア外にH-1シリーズがあっても、
移動することなくメンテナンスが可能。

●メッシュ型マルチホップ通信で、
　一カ所から広範囲のH-1シリーズ
　をメンテナンスすることが可能です。
　通信可能エリアを超える位置にH-1シ
　リーズがあっても、途中にある各計測器を
　経由して無線通信を行う事が可能です。
　　　　　メッシュ型マルチホップ通信

本質安全防爆構造は、電気を制限して計測機器自らが
点火源とならないようにしたもの。本質安全防爆構造だけ
が最も危険な特別危険箇所での使用が認められています。
本質安全防爆型H-1シリーズは、防爆エリアのpH、ORP
（酸化還元電位）の水質連続測定システムとしてセンサの
耐久性向上、変換器の信頼性向上、新ジェットブラシ洗
浄器のラインアップを図りました。石油精製所や化学工場
などの爆発性ガスが存在する恐れのある環境での、水質
計測の「安全」を提供します。

●H-1シリーズのみで計測環境を構    
　築した場合は、データの集中管理
　にもご活用いただけます。
　　　　　有線ネットワーク

現場での管理コスト削減に貢献。

H-1シリーズ複数機器の一括管理に 高所・防爆環境など、危険区域でのメンテナンスに クリーンルームなど隔離された環境で

本質安全防爆、Ex ia ⅡC T4 X、
保護等級IP65に準拠。

防爆形水質計測システム
本質安全防爆形pH変換器
HP-300-IS
本質安全防爆形ORP変換器
HO-300-IS
本質安全防爆形電気伝導率変換器
HE-300C-IS

HP-300-IS
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試料水を注入後、ボタンをひとつ押すだけのワンタッチ操作。
油分抽出から測定・排液までスピーディーに行え、どなたでも簡単にご使用いだだけます。
また、溶媒使用量も従来製品より20%削減。環境負荷の低減を実現し、ランニングコストも削減します。

スイッチひとつで油分抽出から測定・排液まで自動実行。

電源スイッチ

アラームランプ

アクセス中ランプ

保守中スイッチ

USBソケット

表示部
 （タッチパネル）

プリンタ

環境負荷・ランニングコストの低減（溶媒使用量20%削減※）

試料水の注入後、STARTボタンを押すだけで、油分の抽出・測定・排液まで自動で実行。排出弁の

開閉など、面倒な操作がなく、測定のスピードアップがはかれます。さらに、カラーグラフィック液晶

や抽出槽のバックライトを採用するなど、操作性が向上しています。 

OCMA-505は、試料水中の油分を溶媒H-997に抽出し、赤外線分析計でその含有量を測定する赤外

線吸収法を採用しています。溶媒使用量を当社従来製品より20%削減したことにより、環境負荷の

低減を実現。さらにランニングコストも削減できます。

現場設置型で、フィールドでの活用に最適の水質計H-1シリーズ。高所・防爆環境など、多
様な空間での機器メンテナンス性を高めるために、無線通信「H-1Link」が登場しました。
離れた位置にある各H-1シリーズの稼働状態や、現在測定値、メンテナンス情報などを、設
置場所へ移動することなく確認できます。

スイッチひとつで簡単測定

試料水注入1 抽出・測定2 排液3 データ化4

多様な用途で活用されています

環境

排水

油分を含む試料水
（16mL） 

溶媒（8mL）

試料水 

溶媒（H-997）を加える よく撹拌する 油分を溶媒へ抽出する 

油分が溶解した溶媒  

※当社従来比

●各種工場排水中の油分測定（鉄鋼、産業廃棄物、石油化学、食品）
●下水処理場の排水中の油分測定
●海上輸送用タンカーにおけるバラスト、ビルジ排水などの排水監視
●廃油処理施設での排水中の油分測定と油水分離装置の性能確認

●環境基準に基づいた環境水質調査
●自動車整備工場やガソリンスタンド周辺の水質計測
●原油・石油基地における貯蔵タンクの洗浄排水の水質監視
●タンカーや石油化学工場における事故発生時の油分拡散調査

部品洗浄
●部品の洗浄工程の残留油分測定
●部品洗浄液の油分評価
●半導体・メッキ接着における油脂洗浄評価

LCC（Life Cycle Cost）を約30%低減。
■ 業界最小クラスの試薬消費量（当社従来比）

メンテナンス工数の大幅低減を実現。
■ 測定試薬の長寿命化(従来比２倍)
■ 試薬デリバリーにより、ご指定日にお届け
■ 試料水の汚れ影響に強い新計量法式を採用
■ 測定ラインの自動洗浄機能搭載
■ メンテナンスは全て全面のみで可能

国内実績No.1の紫外線酸化分解法を採用。

遠隔校正、機器状態の把握など。H-1シリーズ水質計のメンテナンス性を大きく 向上するソフトウェア、誕生。

Wireless Communication ToolSeries

無線メンテナンス機能

校正履歴グラフ現在測定値表示

●パソコン側専用アダプタ（表示端末側）
※表示端末（モバイルPC）は別途必要となります。
　市販のPCをご用意ください。
（対応OS：WindowsⓇ 7・WindowsⓇ XP）

離れた場所でも計測器の状態が一目でわかる［無線測定］
校正状況・情報がひと目でわかる［遠隔校正］
多数ある設定値が容易に設定できる［変換器設定］
複数のセンサ情報が一括してわかる［センサ管理］
トラブルをスムーズに解決する［トラブルシューティング］

計器室

通信可能エリア外にH-1シリーズがあっても、
移動することなくメンテナンスが可能。

●メッシュ型マルチホップ通信で、
　一カ所から広範囲のH-1シリーズ
　をメンテナンスすることが可能です。
　通信可能エリアを超える位置にH-1シ
　リーズがあっても、途中にある各計測器を
　経由して無線通信を行う事が可能です。
　　　　　メッシュ型マルチホップ通信

本質安全防爆構造は、電気を制限して計測機器自らが
点火源とならないようにしたもの。本質安全防爆構造だけ
が最も危険な特別危険箇所での使用が認められています。
本質安全防爆型H-1シリーズは、防爆エリアのpH、ORP
（酸化還元電位）の水質連続測定システムとしてセンサの
耐久性向上、変換器の信頼性向上、新ジェットブラシ洗
浄器のラインアップを図りました。石油精製所や化学工場
などの爆発性ガスが存在する恐れのある環境での、水質
計測の「安全」を提供します。

●H-1シリーズのみで計測環境を構    
　築した場合は、データの集中管理
　にもご活用いただけます。
　　　　　有線ネットワーク

現場での管理コスト削減に貢献。

H-1シリーズ複数機器の一括管理に 高所・防爆環境など、危険区域でのメンテナンスに クリーンルームなど隔離された環境で

本質安全防爆、Ex ia ⅡC T4 X、
保護等級IP65に準拠。

防爆形水質計測システム
本質安全防爆形pH変換器
HP-300-IS
本質安全防爆形ORP変換器
HO-300-IS
本質安全防爆形電気伝導率変換器
HE-300C-IS

HP-300-IS
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HORIBAは、独自の分析技術で医療分野に貢献しています。

糖尿病は予備軍を含めると
全国に2,200万人いると推定されています。
現在では40歳以上の3人に1人が予備軍となり、その数も年々
増えています。そんな糖尿病の診断・経過観察をするための院
内プロユース用の血糖測定器を分析メーカーとしてHORIBAは
提供しています。

小型電極式グルコース分析装置CRP測定機能付き自動血球計数装置

Medical

HORIBAは、長年、血液検査装置などの医療分野での検査装置を提供してまいりました。

正確に測定できる分析手法の開発や、誰にでも簡単に分析できる操作方法など、

HORIBAの技術力を医療という人命にかかわる分野に積極的に応用展開しています。

つねに、身近な医療現場を支える理想的な診断システムの構築に貢献します。

フランスの産学官連携次世代太陽電池の開発プロジェクトに参画
10月29日、当社がフランスにおいて参加している、次世代太陽電池の開発をめざした
研究機関であるIPVF（Solar R&D Center Institut Photovoltaïque d’Il de France）。
この開発プロジェクトが、フランス政府機関ANR（French National Research Agency）と
18.5百万ユーロの融資に関する契約を締結しました。これにより同プロジェクトでの
実質的な研究活動がスタートします。HORIBAグループはホリバジョバンイボン社
が中心となり研究に関与していきます。
当社は、このような国家レベルの研究機関に参加することができ、他の参加企業と
共に共同開発を行えることを誇りに思います。当社グループが持てる技術を余すこ
となく発揮し、このプロジェクトの成功をめざします。

京都北部中核工業団地で初の研究専用施設を竣工
HORIBAグループの半導体事業の主軸を担う堀場エステックは、京都北部中核工
業団地の工業用地に、当社初の研究専用施設「堀場エステック京都福知山テクノロ
ジーセンター」を完成させ、竣工式を執り行いました。半導体製造装置用のガス・液
体制御機器（マスフローコントローラ）をはじめ、次世代ハイテク材料の制御機器の
開発などを行う研究専用施設として運用を開始します。
この施設は、ウェハ上での積層化を進める半導体メーカーや半導体製造装置メーカー
より“薄膜特性を改良したハイテク材料を、正確に安定して流量制御が行える機器
がほしい”という要求を受け、共同開発を行っています。当社製品の更なる信頼性の
向上を行い、流体計測・制御技術の基礎技術開発を行います。

中国北京市の清華大学と環境技術の共同研究で合意
当社は、10月24日、中国北京市の清華大学環境学院と共同研究の調印式を実施。「中
国の環境監視システムの構築」を目的とした共同研究をはじめます。
中国では環境規制による法整備に加え、大気・水質の監視体制の整備が急務になっ
ています。当社は、2012年に中国の分析・計測に関する公的研究機関「北京市理化
分析測試中心」と基礎研究を目的とした共同研究開発センターを設立するなど、10年
以上に渡って学術研究の分野で中国と信頼関係を構築してきました。日米欧で法規
制対応の実績がある当社
が技術提供し、実用化に向
けた解決策を提案していき
ます。
今後、大気中の微小粒子状
物質の計測や工場排水の
モニタリングなど、現地ニー
ズに適した環境監視システ
ムの共同開発を検討してい
ます。

HORIBA最先端技術開発センター（仮称）を
堀場エステック本社拠点に開設
当社は、子会社でHORIBAグループの半導体事業の主軸を担う（株）堀場エステック
の本社棟東側にクリーンルームおよび実験ラボを増築し、「HORIBA最先端技術開
発センター（仮称）」を開設します。（2014年中に完成予定）
増築後には、2,700平方メートルのクリーンルームを有し、現在、4ヶ所に分散している
半導体関連事業の開発・生産機能を同センターに結集させます。
半導体技術を応用した小型軽量の半導体センサは、pHメータをはじめ自動車排ガス
測定装置や煙道排ガス測定装置、さらには温度計や放射線測定器といったモニタ
機器にいたるまで、当社グループの5事業（自動車/環境･プロセス/医用/半導体/科
学）全ての製品で使用しており、製品の小型化、分析・計測精度高精度化の心臓部
です。最先端の技術開発チームを結集させることでグループ会社のノウハウを有効
活用し、コア技術を中心とする製造技術を強化。小型・高感度なセンサ開発のスピー
ドアップ、分析･計測機器の小型軽量化を推進します。

http://www.horiba.com/jp/corporate�news/events/

HORIBAが参加する直近の展示会・講習会の情報を、以下のアドレスにて随時更新しています。会期
や会場・ブースNo、出展製品などをご確認いただけます。また展示会に併設しての講習会・講演や、
弊社独自セミナーの日程などもあわせてお知らせしています。ご興味のイベントへ、お気軽にご参加
ください。製品に関する疑問点など、スタッフが対応いたします。心よりお待ちいたしております。

HORIBAイベント案内

おそれいりますが、ご感想などをお聞かせください。

http://www.horiba.com/jp/hip/

～WEBアンケートコーナのお知らせ～

■  アンケート(ご意見・ご感想)
■  カタログ請求
■  ご住所、宛先の変更
■  HIP送付の停止
■  新規登録

今号のHIPについて、ご意見・ご感想をWEBページでご投稿いただけます。
記事内容へのご意見や、カタログのご請求、ご住所・宛先の変更、HIP送付
の停止などが同ページから行えますので、どうぞご利用ください。

［アンケートページアドレス］

■ ページ内容

Invitation from Horiba

展示会・講習会で、お気軽に製品情報をご確認いただけます。

イ ベ ン ト 案 内

●前処理なしでCRPを測定

●看護師の方でも簡単操作で測定可能

●データ通信可能

※CRP・・・C反応性タンパクの略

●前処理なしで測定可能

●ワンタッチ操作で測定可能

●データ通信可能

病院やクリニックへの来院理由の大半が
風邪や肺炎等の感染症に伴う発熱です。
特に小児では7割以上が感染症で来院します。それら感染症の
種類を判別し、抗生剤の投与を決めるために白血球数とCRP※を
院内で測定することができれば、付き添う保護者も安心します。

NEW NEW



TOPICS

13 14

HORIBAは、独自の分析技術で医療分野に貢献しています。

糖尿病は予備軍を含めると
全国に2,200万人いると推定されています。
現在では40歳以上の3人に1人が予備軍となり、その数も年々
増えています。そんな糖尿病の診断・経過観察をするための院
内プロユース用の血糖測定器を分析メーカーとしてHORIBAは
提供しています。

小型電極式グルコース分析装置CRP測定機能付き自動血球計数装置

Medical

HORIBAは、長年、血液検査装置などの医療分野での検査装置を提供してまいりました。

正確に測定できる分析手法の開発や、誰にでも簡単に分析できる操作方法など、

HORIBAの技術力を医療という人命にかかわる分野に積極的に応用展開しています。

つねに、身近な医療現場を支える理想的な診断システムの構築に貢献します。

フランスの産学官連携次世代太陽電池の開発プロジェクトに参画
10月29日、当社がフランスにおいて参加している、次世代太陽電池の開発をめざした
研究機関であるIPVF（Solar R&D Center Institut Photovoltaïque d’Il de France）。
この開発プロジェクトが、フランス政府機関ANR（French National Research Agency）と
18.5百万ユーロの融資に関する契約を締結しました。これにより同プロジェクトでの
実質的な研究活動がスタートします。HORIBAグループはホリバジョバンイボン社
が中心となり研究に関与していきます。
当社は、このような国家レベルの研究機関に参加することができ、他の参加企業と
共に共同開発を行えることを誇りに思います。当社グループが持てる技術を余すこ
となく発揮し、このプロジェクトの成功をめざします。

京都北部中核工業団地で初の研究専用施設を竣工
HORIBAグループの半導体事業の主軸を担う堀場エステックは、京都北部中核工
業団地の工業用地に、当社初の研究専用施設「堀場エステック京都福知山テクノロ
ジーセンター」を完成させ、竣工式を執り行いました。半導体製造装置用のガス・液
体制御機器（マスフローコントローラ）をはじめ、次世代ハイテク材料の制御機器の
開発などを行う研究専用施設として運用を開始します。
この施設は、ウェハ上での積層化を進める半導体メーカーや半導体製造装置メーカー
より“薄膜特性を改良したハイテク材料を、正確に安定して流量制御が行える機器
がほしい”という要求を受け、共同開発を行っています。当社製品の更なる信頼性の
向上を行い、流体計測・制御技術の基礎技術開発を行います。

中国北京市の清華大学と環境技術の共同研究で合意
当社は、10月24日、中国北京市の清華大学環境学院と共同研究の調印式を実施。「中
国の環境監視システムの構築」を目的とした共同研究をはじめます。
中国では環境規制による法整備に加え、大気・水質の監視体制の整備が急務になっ
ています。当社は、2012年に中国の分析・計測に関する公的研究機関「北京市理化
分析測試中心」と基礎研究を目的とした共同研究開発センターを設立するなど、10年
以上に渡って学術研究の分野で中国と信頼関係を構築してきました。日米欧で法規
制対応の実績がある当社
が技術提供し、実用化に向
けた解決策を提案していき
ます。
今後、大気中の微小粒子状
物質の計測や工場排水の
モニタリングなど、現地ニー
ズに適した環境監視システ
ムの共同開発を検討してい
ます。

HORIBA最先端技術開発センター（仮称）を
堀場エステック本社拠点に開設
当社は、子会社でHORIBAグループの半導体事業の主軸を担う（株）堀場エステック
の本社棟東側にクリーンルームおよび実験ラボを増築し、「HORIBA最先端技術開
発センター（仮称）」を開設します。（2014年中に完成予定）
増築後には、2,700平方メートルのクリーンルームを有し、現在、4ヶ所に分散している
半導体関連事業の開発・生産機能を同センターに結集させます。
半導体技術を応用した小型軽量の半導体センサは、pHメータをはじめ自動車排ガス
測定装置や煙道排ガス測定装置、さらには温度計や放射線測定器といったモニタ
機器にいたるまで、当社グループの5事業（自動車/環境･プロセス/医用/半導体/科
学）全ての製品で使用しており、製品の小型化、分析・計測精度高精度化の心臓部
です。最先端の技術開発チームを結集させることでグループ会社のノウハウを有効
活用し、コア技術を中心とする製造技術を強化。小型・高感度なセンサ開発のスピー
ドアップ、分析･計測機器の小型軽量化を推進します。

http://www.horiba.com/jp/corporate‐news/events/

HORIBAが参加する直近の展示会・講習会の情報を、以下のアドレスにて随時更新しています。会期
や会場・ブースNo、出展製品などをご確認いただけます。また展示会に併設しての講習会・講演や、
弊社独自セミナーの日程などもあわせてお知らせしています。ご興味のイベントへ、お気軽にご参加
ください。製品に関する疑問点など、スタッフが対応いたします。心よりお待ちいたしております。

HORIBAイベント案内

おそれいりますが、ご感想などをお聞かせください。

http://www.horiba.com/jp/hip/

～WEBアンケートコーナのお知らせ～

■  アンケート(ご意見・ご感想)
■  カタログ請求
■  ご住所、宛先の変更
■  HIP送付の停止
■  新規登録

今号のHIPについて、ご意見・ご感想をWEBページでご投稿いただけます。
記事内容へのご意見や、カタログのご請求、ご住所・宛先の変更、HIP送付
の停止などが同ページから行えますので、どうぞご利用ください。

［アンケートページアドレス］

■ ページ内容

Invitation from Horiba

展示会・講習会で、お気軽に製品情報をご確認いただけます。

イ ベ ン ト 案 内

●前処理なしでCRPを測定

●看護師の方でも簡単操作で測定可能

●データ通信可能

※CRP・・・C反応性タンパクの略

●前処理なしで測定可能

●ワンタッチ操作で測定可能

●データ通信可能

病院やクリニックへの来院理由の大半が
風邪や肺炎等の感染症に伴う発熱です。
特に小児では7割以上が感染症で来院します。それら感染症の
種類を判別し、抗生剤の投与を決めるために白血球数とCRP※を
院内で測定することができれば、付き添う保護者も安心します。

NEW NEW
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ハイテクの一歩先に、いつも。

フリーダイヤル0120-37-6045カスタマーサポートセンター

受付時間/9：00～12：00、13：00～17：00【祝祭日を除く月曜日～金曜日】
※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。
※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

新製品のお問い合せは、お気軽にお電話ください。
カスタマーサポートセンターは、

製品の技術的な相談にフリーダイヤルで対応します。
HORIBAのカスタマーサポートセンターは、お客さまからの製品情報に関するあらゆる
ご質問・ご要望に適切に対応します。各種製品の使用や、基礎的な使い方はもちろん、製
品開発へのご要望なら開発部門に、サービスに関するご要望ならサービス部門へと、お客
さまからいただいた情報を的確にフィードバック。より良い製品・サービス提供をめざして
当センターは、お客さまひとりひとりのご要望や分析ニーズに積極的に対応しております。
HORIBAに対する素朴な疑問・ご要望など、どうぞお気軽にご連絡ください。
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北海道セールスオフィス
東北セールスオフィス
福島セールスオフィス
栃木セールスオフィス
つくばセールスオフィス
東京セールスオフィス
横浜セールスオフィス
浜松セールスオフィス
豊田セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
大阪セールスオフィス
四国セールスオフィス
広島セールスオフィス
九州セールスオフィス

（011）207-1800（代）
（022）308-7890（代）
（024）521-5195（代）
（028）634-7051（代）
（029）856-0521（代）
（03）6206-4721（代）
（045）478-7017（代）
（053）468-7780（代）
（0565）37-8510（代）
（052）936-5781（代）
（06）6390-8011（代）
（087）867-4800（代）
（082）288-4433（代）
（092）292-3593（代）

〒060-0031  札幌市中央区北一条東一丁目2-5（明治安田生命札幌北一条東ビル1F）
〒982-0015  仙台市太白区南大野田3-1（第3エステート斉藤1F）
〒960-8035  福島市本町5-5（殖産銀行フコク生命ビル9F）
〒321-0953  栃木県宇都宮市東宿郷1-9-15（フローラビル１F）
〒305-0045  茨城県つくば市梅園2-1-13（筑波コウケンビル1F）
〒101-0063  東京都千代田区神田淡路町2-6（神田淡路町二丁目ビル）
〒222-0033  横浜市港北区新横浜2-3-19（新横浜ミネタビル１Ｆ）
〒430-0816  静岡県浜松市南区参野町221-1
〒471-0831  愛知県豊田市司町2-23
〒461-0004  名古屋市東区葵3-15-31（住友生命千種第2ビル6F）
〒532-0011  大阪市淀川区西中島7-4-17（新大阪上野東洋ビル4F）
〒760-0078  香川県高松市今里町9-9
〒735-0005  安芸郡府中町宮の町2-5-27（古田ビル1F）
〒812-0025  福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル）　

■編集・発行（株）堀場製作所 コーポレートコミュニケーション室

美味しさって、あまくありません。

「見えないけど、見つけられる。」
目には見えない超微粒子まであらゆる粒け径を数値で視覚化
〈チョコレートの製造工程で活躍するHORIBA製品〉
レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置「Partica」LA-960

ヒトが舌で感じる味覚。それは最新の分析機器でもかなわない
複雑で高度な処理が瞬時に行われています。HORIBAの技術は、
チョコレートの食感を左右するカカオや砂糖などの粉砕具合を
マイクロメートル単位で見極めて調整。長い歴史で培われた製
菓メーカーの厳しい基準を数値化することで、その滑らかな舌
触りや、思わず口元がほころぶ美味しさづくりに役立っています。

すべての品質は、
分析計で見極める。

新製品ラインアップ


