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分光で見えてくる、分析の可能性。
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物質の成分特定や分子構造の解析など、さまざまな分析を可能にする「分光」の技術。大学などの

研究機関だけでなく、医療の現場や、半導体・電子機器・食品・エネルギーなど、さまざまな産業分野で

この技術が活躍し、社会や人々の暮らしに役立っていることは、意外に知られていないようです。

そこで今回は、HORIBAのコア・テクノロジーである「分光」をクローズアップ。同技術を使った当社

製品や、個々のお客さまニーズに対応したカスタマイズの事例をご紹介します。



 蛍光分光光度計

 FluoroMax-4
フォトンカウンティング法により、高感度と高速
スキャンを両立した装置です。

錯体や太陽電池、人工光合成などの
材料の組成を評価できる装置です。

世界トップレベルの
HORIBA JOBIN YVON社の
分光分析技術

薄膜の膜厚や屈折率を非破壊・非接触で
測定できる装置です。

固体・液体・気体・粉体の化学組成や
結晶性を測定できます。

 顕微フォトルミネッセンス測定装置

 LabRAM-HR PL
非破壊、非接触による、化合物半導体の組成
評価、欠陥評価、量子井戸の評価、不純物評
価、結晶性評価が行えます。

フォトルミネッセンス測定装置蛍光分光光度計 ラマン分光測定装置 分光エリプソメータ
化合物半導体の高速マッピングでウェハの
PLイメージングを短時間で確認できます。

 ラマン顕微鏡 

 XploRAシリーズ
暗視野、偏光、微分干渉などの観察機能によ
り異物測定に最適です。

 分光エリプソメータ

 UVISEL2
同一ファイバ・光学系のため、再調整、再校正
の必要がなく、微小領域において高精度な測
定が実現できます。
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分光分析とは？
音に高低があるように、光にも種類が存在します。
光の種類の違いとは、物理的には波として振舞う光の波長の
違いによるものですが、人はその違いを色として認識し、色
から物に関するさまざまな情報を得ています。しかし、人が
見ることのできる光は全体のほんの一部です。
人が見ることのできない領域や、認識することのできない違
いには物質を知るための有益な情報が多く含まれています。
これらの光を種類によって分離し、分析することを分光分析
と呼び、分光分析は光を介して物体の成分や特徴を非破壊・
非接触で知ることができる有益な手法です。

分光分析のメリット

分光分析装置のキー・コンポーネントとなるのが、
入射光をさまざまな波長に分散させる「回折格子
（グレーティング）」です。HORIBAはグレーティング
分野のパイオニアであり、かつ世界的なリーダー
企業である「ジョバンイボン社（JY）」を1997年に
グループに加え、同社の蓄積した高度な技術を
組み込んだ機器を製品化。当社の代名詞となった
「排ガス測定装置」も、分光分析技術の応用から
生まれたアプリケーションの一つです。

■非破壊で測れる
物質は波長によって光を透過させたり、吸
収したり、反射したりします。この性質を利
用すれば、測定した対象物の内部の情報を
非破壊に得ることができます。
例えばX線は物質に対する透過力が強く、
レントゲンや空港の荷物検査などで利用さ
れています。また、人の皮膚を透過する近赤
外域の光を利用すると、人体を傷つけること
なく組織内の情報を得ることが可能です。

■多成分を同時に測れる
物質が光を吸収し、その後吸収した波長と
異なる波長の光を発することを蛍光と呼
びます。蛍光を示す波長は物質によって異
なり、この違いを分析することで一度に多
成分の測定をすることができます。
また、光と分子が相互作用した結果、ラマ
ン散乱と呼ばれる現象が起きることがあ
りますが、この散乱によって生じる光は分
子の指紋と評され、多成分分析に威力を
発揮します。

■非接触で測れる
工場内のプロセスや特殊な環境での測定
では、測定対象物に触れることが好ましく
ない場合があります。また、遠くかけ離れ
た場所にあるため、そこまで行って測定す
ることが困難な場合もあります。光を用い
た分析はこのような場合にも有用です。

California産ワインの
蛍光指紋カバーガラス 培養液細胞

水浸レンズ

水

Chile産ワインの
蛍光指紋

〔赤ワインの蛍光指紋〕
〔人間の皮膚の内在蛍光発光のIn vivo測定〕

〔バイオインキュベーションセルで、生きている
細胞を37℃、CO2 5%の環境下での評価〕
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「分光分析」は非常に広い領域で適用できる分析技術ですが、より最適な分析法や、より正確な数値測定を実現するには、

対象サンプルや測定の目的、測定環境など応じた装置のカスタマイズが重要です。

HORIBAでは、カタログ記載商品だけでなく、さまざまな分野で培ったサンプリング技術やセンシング技術、データ処理技術などを組み合わせることで、

それぞれのお客さまの要望に真に応える分光分析ソリューションを提供しています。

お客さまのニーズ お客さまのニーズ お客さまのニーズ
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「紫外近赤外吸収分光分析法」による
薬液濃度モニタで、24時間監視を実現。
HORIBAは、紫外域と近赤外域の透過光を測定し、
得られた吸光度スペクトルから薬液の濃度を算出す
る測定方法をご提案し、24時間リアルタイム監視を
実現しました。非侵襲の測定のため測定後の薬液は
そのまま調合タンクへ戻して使用できることも大き
なメリットです。

大型試料の表面組成を管理したい。
C社さまでは、太陽電池の大型基板上の成膜状態
を管理するために、基板上に生成される結晶組成を
「非破壊」かつ「非接触」で測定する方法を探してい
ました。さらにこの測定では膜厚や吸収係数、屈折
率などの項目を同時に測ることも求められました。

循環する薬液濃度を管理したい。
A社さま工場のウェハ洗浄プロセスでは、薬液を循環
させて繰り返し使用するため、時間とともに濃度が
変化します。エッチング速度や洗浄能力を適正に維
持するために、薬液のリアルタイムでの濃度管理が
求められていました。

真空チャンバ内の製膜状態を知りたい。
B社さまでは、真空容器（チャンバ）内での有機ELの
成膜状態をプロセスを管理するために、リアルタイム
でのモニタリング方法を探していました。材料は大
気に触れると変質するため、通常の測定法は使え
ないことが問題でした。

Case Case Case

HORIBAのソリューション

真空チャンバ

薬液

グレーティング

セル

ファイバファイバ

ミラー

ミラー

検出器

検出器

エリプソ検出器

ラマン光源
分光器・検出器

エリプソ光源

光源

独自開発の「分光エリプソメータ」で
リアルタイムのモニタリングを可能に。
HORIBAは、真空チャンバに取付可能な「分光エリ
プソメータ」を設計。光源と検出器を真空チャンバに
取り付けることで、真空
状態の中でも膜厚測定
を可能にしました。これ
によってお客さまの求め
るリアルタイムでのモニ
タリングが実現しました。

HORIBAのソリューション

ラマン分光と分光エリプソの統合により
多成分同時測定を実現。
HORIBAは、ラマン分光装置と分光エリプソメータ
を統合した測定装置をカスタマイズによって開発。
これを大型基板の搬送機上に設置することにより、
試料を破壊することなく表面の結晶性や膜厚、屈折
率の同時測定を実現し、お客さまの要望に応える
ことができました。

HORIBAのソリューション
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太陽電池メーカ・C社さま

入射光反射光 入射光

可動式

反射光

ラマン光 入射光
試料

試料

光源

HORIBAのコア・テクノロジー

幅広い分野で培った分析技術を駆使して、多種多様なお客さまのご要望にお応えします。

HORIBAの「分光分析」



迷光除去、低迷光、コマ収差や非点収差などの収差補正等に関して、高い技術力・豊富な
経験を有するHORIBA Jobin Yvon社のグレーティング技術をご提供させていただきます。
●ルールド平面グレーティング
●ホログラフィック平面グレーティング
●ブレーズドホログラフィク平面グレーティング
●凹面グレーティング
●フラットフィールド/イメージング用凹面グレーティング
●モノクロメーター用グレーティング
など、さまざまな目的に応じ、グレーティングをご提供できます。
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Case Case Case

回折格子

光源
分光器・検出器

カラーコンフォーカル
光源・検出器

カラーコンフォーカル顕微鏡と
ファイバープローブ式ラマンを統合。
HORIBAは、カラーコンフォーカルシステム（レーザ
テック社製）にファイバプローブ式のラマンを統合
した装置をカスタマイズ開発。充放電セルを用いて、
カラーコンフォーカルシステムの顕微鏡下でラマン
測定を行えるように設計し、In-Situでの観察を実
現しました。

HORIBAのソリューション

蛍光寿命イメージングにより
非破壊での測定を実現。
蛍光寿命イメージングにより非破壊での測定を実現。
HORIBAは、蛍光寿命イメージング顕微鏡FLIM
（Fluorescence Lifetime imaging microscopy）を
用いて、蛍光寿命によるイメージングが可能です。粘度
により蛍光寿命が変わる色素を用いることで、細胞内
の微小空間の粘度の分布をイメージングしました。

HORIBAのソリューション

透過ラマン測定法により
数mm領域の試料を数秒で測定。
HORIBAより、近赤外分光法よりも試料の粒子径や
添加剤量に影響を受けにくい「ラマン分光法」をご
提案。顕微ラマンなどの表面散乱光の観察ではなく、
ラマン光を数mmの領域で透過測定する光学系を
設計することで、有効成分の短時間かつ高精度な
測定を実現しました。

HORIBAのソリューション

充放電中の組成変化を
リアルタイムで観察したい。
D社さまでは、リチウムイオン電池の充放電による
「電極の色の変化」と「活物質」の変化をIn-Situ
（そのままの状態）で、同時に観察する方法を探して
いました。

細胞膜の局所粘度を観察したい。
E社さまでは、細胞膜の局所粘度に敏感に応答する
蛍光標識を使って、粘度を蛍光寿命値としてイメー
ジ化したいと考えていました。しかし従来の蛍光顕
微鏡では蛍光測定だけで、蛍光寿命測定は難しい
という問題がありました。

有効成分を短時間で高精度に計測したい。
F社さまの課題は、医薬品の有効成分を短時間で
高精度に測定することでした。そこでは成分濃度が
数％の低濃度で、かつ有効成分や添加材の粒径が
変化する場合であっても、正確な計測ができる方法
が求められていました。

放電放電放電

二次電池メーカ・D社さま

胞膜胞膜胞

バイオ関連企業・E社さま

効成効成成

医薬品メーカ・F社さま

ラマン光

ラマン光

Li-ion

光源

光源
検出器

検出器
入射光

入射光

試料

蛍光顕微鏡

対物レンズ

ファイバ

試料
励起光 蛍光

試料

お客さまのニーズ お客さまのニーズ お客さまのニーズ

コンポーネントもOEM提供しています！

分光器

ミラー

でのカスタマイズ事例

ハーフミラー

ハーフミラー
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実走行で、排ガス計測する。

OBS-ONE PNユニットは、排ガスに含まれる固体粒子のうち、
一定の粒径範囲の粒子数を測定します。
Particle Measurement Programme（国連欧州経済委員
会傘下のワーキンググループ）が推奨している検出原理であ
るレーザ散乱式凝縮粒子カウンティングを採用しています。

OBS-ONEシリーズは、路上を実際に走行している車両の排ガス
計測のための、車載型排ガス計測システムです。小型・省電力の
ユニット中に、耐振動性にすぐれた専用ガス分析計を搭載してい
ます。システムには排ガス流量計も含まれ、測定対象成分の排出
質量換算や燃費も計測可能です。
また、2017年から欧州で開始予定となっている乗用車の実走行
時における排ガス認証試験（RDE：Real Driving Emissions）に
も対応しています。

流量計

GPSアンテナ ウェザーステーション

操作PC

本体 バッテリ

緊急停止ボタン

OBD通信ユニット 排ガス流量演算器

GASユニット PNユニットON-BOARD EMISSIONS MEASUREMENT SYSTEM

車載型排ガス計測システム

車載型排ガス計測システム

OBS-ONE PMユニットは、分流希釈方式により粒子状物質
（PM）をフィルタ重量法で計測し、かつ、リアルタイムセンサ
を組み合わせてPM重量を連続計測します。
安定性に優れ、排ガス成分の影響を受けにくいベンチュリ式
流量計を採用することで、排ガス流量の過渡的な変化に比例
させてサンプルを採取できます。

OBS-ONE GSユニットは、実路での排ガスの車載計測システム
Portable Emissions Measurement System（PEMS）の
最新モデルです。排ガス成分濃度（CO、CO2、THC、CH4、NO、
NOx、NO2）、A/F、排ガス流量、位置情報、環境条件（温度・湿
度・大気圧）のデータ採取と、マスエミッション演算が可能です。
さらに、OBS-ONEは、統合計測プラットフォーム“HORIBA 
ONE PLATFORM”を採用しており、他のONEシリーズ製品と
の接続やデータの統合が可能です。

車載型排ガス計測システム

排ガス規制から車両開発までできる車載システム

PN

車載型排ガス計測システム
GS PM

［LDV］
●Euro 6d※

規制対応
［HDV］
●米国 EPA CFR part 1065 subpart J

規制対応

［LDV］
●Euro 6d※ 

［HDV］
●Euro Ⅵ 
●米国 EPA CFR part 
　1065 subpart J

規制対応

LDV仕様

LDV：Light Duty Vehicle（軽量車）　HDV：Heavy Duty Vehicle（重量車） ※2017年9月からRDE認証試験開始予定

HDV仕様

粒子を検知するために
使用する凝縮液の補充
に密閉式カートリッジ
を採用

NEW
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E-LABで、自動車開発・試験する。

HORIBA BIWAKO E-HARBOR（びわこ新工場）にある
E-LABには、自動車開発試験ができる実験セルを3つ設置。
排ガス計測試験をはじめ、エンジン、変速機、ハイブリッド
用電動モータおよびバッテリーに関する開発試験など、自
動車開発に関わる幅広い試験が可能です。また、お客さま
が実際にHORIBAの製品を体感できるように、デモンスト
レーション機能を充実させました。
そして、HORIBAグループ世界5か国8拠点（日本、ドイツ、
米国、英国、中国）のラボをネットワークで繋ぎ、情報共有
やグローバル開発が可能になります。

CELL 1

最先端のソリューションを提供するラボラトリが稼働開始

イー　　　　 ラボ

あらゆる車両のパワートレイン
試験にフレキシブルに対応

CELL 2
エンジン計測の
ゴールデン・テストセル

CELL 3
車両計測の
ゴールデン・テストセル

集中管理室
E-LABの試験・データ・設備を
集中管理

HILSシミュレーションによりパワー
トレイン評価、実路走行の台上試験化
●仮想車両技術を用いたシミュレーション試  
　験で開発をフロントローディング
●電動モータの認証評価試験のアプリケー
　ション開発
●実走行を台上で正確にシミュレーション
　させる手法開発

最新排ガス規制に最適な
アプリケーション・パッケージの提案
●WTLPおよびCFR part 1066に準拠した
　アプリケーション開発
●誤差要因を管理し、高精度な排ガス計測を   
　実現
●実路走行の再現

試験設備やユーティリティの状態を
可視化し、試験データの高品質化に貢献
●試験・データの一括管理で、全てのテスト   
　セルをつなぐ
●試験手法やパラメータの把握により、開発
　プロセスを管理
●試験設備および各種ユーティリティ（燃料、
　冷却水、ボンベ等）の維持管理

試験効率向上のための
自動化アプリケーション開発
●最新の認証試験における高精度計測への
　飽くなき挑戦
●排ガスの代替計測手法の確立
●お客さまのニーズにマッチした自動化アプリ
　ケーション開発の提案

CELL 1 CELL 2

CELL 3

（将来稼働予定）

集中管理室

フィルタ秤量室

びわこ自動車テスト＆リサーチラボラトリ
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エントランス 2F 1FE-LAB  イーラボ
最高水準の自動車試験設備

セル１

セル２

セル３

集中管理室

開放的なエントランスで社是
「おもしろおかしく」の帆が
みなさまをお出迎えします！

グローバルスタンダードで最高水準
の自動車試験を実感できるショー
ルーム。お客さまとともに価値創造
するための場でもあります。

研究
開発

HOR IBAものづくりの特徴
多品種少量生産

HORIBA製品は1000種類以上ありますが、その多くは量産品ではなく
お客さまのご要望に合わせてカスタマイズを施すオーダーメイド品
です。お客さまのニーズを最大限に実現できるものづくりが強みです。
▶世界に1台しかない仕様の製品も！
▶ご要望ごとに、主作業者を決め責任をもって調整・検査

HORIBA BIWAKO E-HARBORでは、社内の開発・設計・生産
部門だけでなく、HORIBAのものづくりを強力に支える生産協力
会社も同じフロアに集まることで、多品種少量生産において一気

通貫で淀みのないものづくり“HORIBA Stream Production”
を実現しました。

淀みなきものづくり

Engineering

Energy system Engagement

Enhancement

受注開発、生産を革新するプロダクトエンジニアリング

ハイエンドなガス分析システムの提供 カスタマーとの共鳴・約束、部門間の連携強化

品質・人財・生産性の向上 琵琶湖横のロケーションで環境配慮型の工場
Environment

5つの“E”に込めた思い
HORIBA BIWAKO E-HARBORは5つの“E”を実現し、

世界のHORIBAグループの工場を“One Production”として牽引していく
母港(ホームハーバー) となるフラッグシップ工場です。

ストリームプロダクション

湖西最大級の開発・生産拠点「HORI

グループの本拠地である京滋地区において、国際競争
力のある国内生産および開発力の強化をめざし、滋賀
県大津市に湖西最大の開発・生産拠点「HORIBA 
BIWAKO E-HARBOR」が完成、2016年5月23日、
本稼働いたしました。
主力の自動車排ガス測定装置などの営業・開発・設計・
生産・サービスの一体改革を進め、専門知識とノウハウ
を蓄積した日本で、コア技術の継承・革新を実現します。
お客さまごとに異なる仕様に対応するため、設計・生産
を有機的に融合させ、かつ新生産方式を導入することで、
リードタイム1/3、生産性2倍をめざし京滋地区で競争
力を強化します。

電気自動車のモータやハイブリッド車のエンジン
などあらゆる車の開発試験のテストをします。

エンジンの排ガスをはかるテストを行い、最新の
認証試験における高精度計測技術を提供します。

車を実験室内のローラ上で走らせ、実路と同じ
ような再現性のある試験を実現します。

世界の拠点にあるラボとリアルタイムで通信し
情報共有できます。

創造力・高品質・スピードを追求し、
ものづくりを改革。
・ ・ ・ ・ ・



東海
道本
線

湖
西
線

名神
高速
道路

大津

草津

比叡山坂本

守山

琵琶湖

近江八幡
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SKY ATRIUM

新型車の開発に貢献！

エンジン排ガス測定装置
大気環境の番人！

煙道排ガス測定装置

オフィス 6F

9F

ワンフロアで淀みのない開発・生産体制！

階段から生まれるコミュニケーション

建物の一等地に設けた吹き抜けの階段。
社員はエレベータを使わず、階段で1日
に何度も顔を合わせます。フロアを越え
た「縦」コミュニケーションを円滑にし、
社員同士の「知の交流」が生まれるため
のしかけです。

世界トップシェア※を誇るHORIBA
の主力製品。お客さまのご要望に
あわせてカスタマイズしています。
※市場シェアは当社推定値

工場などから出る排ガスをはかる
製品。独自の作業サポートシステム
で、調整から出荷までを迅速に行
っています。

PYRATES  パイレーツ
琵琶湖を一望できる絶景ポイント！

自動車メーカ（工場・研究所）、
自動車試験所など

どんな
ところで？

工場、発電所、ゴミ処理場、
トンネル内、大気観測所など

どんな
ところで？MEXA-ONE

〔概要〕
住所：滋賀県大津市苗鹿１丁目15-1
敷地面積：59,694㎡
建屋面積：7,125㎡
延床面積：28,177㎡
構造･規模：地下1階 地上5階建て　
　　　　　鉄骨構造

ホリバ ビワコ イーハーバー

オープンなオフィスでワンフロアに開発・設計・生産が集結し
ています。フロアの中央には各部門の責任者が一か所にデス
クを並べており、即断即決ができるようになっています。

見晴らしのよい場所に設けられた社員食堂。天気のよい日に
はテラスに出て景色を楽しみながら食事もできます。就業時間
後にはバーが開店し、お客さまや社員同士のコミュニケー
ションに活用されています。

ENDA-9000

研究
開発

BA BIWAKO E-HARBOR」本稼働。

スカイ
アトリウム

7F

4F

2F

生産
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イオン電極法センサにより槽内のアンモニア態窒素濃度をリアルタイムに測定。

現場形 水質計

アンモニア態窒素計

HC-200NH

センサ劣化状態と膜抵抗値との関係から連続測定中に劣化診断機能を搭載。
連続測定しながら劣化診断ができるため、測定値の信頼性が向上。

指示変換器
HC-200NH

HC-200NHは、下水処理や排水処理の硝化プロセスを制御するために適したイオン選択電極式のアン

モニア態窒素計です。チップ交換方式を採用し保守が容易となっており、独自のセンサ交換お知らせ機

能、新型超音波洗浄器と組み合わせることで保守負担の低減を図りました。

Tough〈堅牢性〉
■ 汚れへの耐性を持たせたセンサ

■ 新規の比較チップ内部構造で安定測定を実現※1

■ 新規のイオンチップ内部液で安定測定を実現
  （特許第5144829号） 

Easy maintenance〈保守性〉
■ 工具不要のチップ交換

■ 新型超音波洗浄器との組み合せで防汚性向上（オプション）

■ フラットなセンサ表面※2（気泡や汚れの溜まり防止）

■ 測定試薬不要 

■ 液絡キャップ交換で汚れ影響を軽減

Intelligence〈機能性〉
■ 測定中にセンサ劣化診断※2

■ サンプルアジャスト 

■ 光学式DOセンサ接続可能（オプション）

■ 自動カリウムイオン濃度補正

※1 特許出願済　※2 東京都下水道局殿共同出願済

アンモニア態窒素センサ
AM-2000

〉〉センサの構造 〉〉フィールドテスト実例（東京都下水道局殿との共同研究）

〉〉新型超音波洗浄器［UH-16Aシリーズ］

●センサにダメージを与えないマイルドな洗浄が可能   
●汚れに対して長期的な付着防止を実現

■ 超音波洗浄器有り ■ 洗浄器無し 

バースト発振方式

アンモニア
態窒素センサ

超音波振動子

1ヶ月後

■安定した測定結果■チップ交換式センサ採用により交換が簡単

■手分析相関性

N
H
4-
N
濃
度（
m
g/
L）

水
温（
℃
）

日付
6/1        6/6        6/11      6/16      6/21      6/26

35

30

25

20

15

10

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

◆

連続測定データ
手分析
水温

連
続
測
定
デ
ー
タ（
m
g/
L）

0                2                4                6                8               10

10

8

6

4

2

0

y= 1.15x
R= 0.96

評価期間：6ヶ月間
サンプル数：117

2チャンネル変換器

光学式DOセンサ
DO-2000

アンモニア態窒素センサ
AM-2000

生物反応槽でのばっ気風量制御管理に。

東京都下水道局殿との共同研究データ（mg/L）

キャップ

アンモニウムイオンチップ

カリウムイオンチップ（補正用）

比較チップ
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システムインテグレーションサービス
HORIBAは屋内外に設置される定置形分析装置システムや、測定ポイントを巡回する移動測定監視バスなど、国内外の実績と経験が豊富です。
機器導入時のご相談・ご提案をはじめ、システム設計、組立、校正、出荷検査から設置工事・納入後のメンテナンスまで対応いたします。

CEMS

PROCESS WQMS

〔主要製品〕
■煙道排ガス分析装置 
　ENDA-5000シリーズ
■煙道排ガス分析装置 
　ENDA-C9000シリーズ
■固定発生源用
　ダスト濃度計・オパシティ計
　EM-D5100
■ポータブルガス分析計
　PG-300シリーズ

〔主要製品〕
■微量濃度ガス分析計
　AP-370シリーズ
■PM2.5自動成分分析装置 
　PX-375
■大気汚染監視用
　浮遊粒子状物質（SPM）
　濃度測定装置
　APDA-370

〔主要製品〕
■マルチガス分析計
　VA-3000シリーズ
■防爆形プロセス用赤外線ガス分析計
　51シリーズ
■FTIRガス分析計
　FG-100A
■微量ガス分析計
　GA-360E
■ジルコニア酸素計
　NZ-3000

〔主要製品〕
■現場形水質計
　H-1シリーズ
■自動全窒素・全りん測定装置
　TPNA-500
■自動COD測定装置
　CODA-500
■UV計
　OPSA-150
■パネル形水質計
　48/96シリーズ

連続排気ガス計測システム
Continuous Emission Monitoring System

プロセスアナライザシステム
Process Analyzer System

大気汚染監視システム
Air Quality Monitoring System

水質モニタリングシステム
Water Quality Monitoring System

AQMS
大気汚染監視用測定装置（AQMS）とは風速、風向、
その他天候指標、SO2、NOx、CO、O3、THC 等の大気
汚染濃度、浮遊性粒子物質を年間を通して連続測
定、監視する装置です。測定結果は遠隔監視され、
多様なフォーマットで地方自治体や情報管理セン
ターへの送信が可能です。また測定されたデータ
はインターネットで公開することで、大気汚染レベ
ルの高い時には住民に外出を控えるなどの注意喚
起を促すことができます。

連続排気ガス計測システム（CEMS）とは、必要に応
じて、SO2、NOx、COなどの気体汚染物質の流量、
煤塵、濃度を計測するための装置です。必要となる
測定成分は固定発生源により異なります。煙道よ
り排出される規制物質は、CEMSによって連続測定
され測定記録が管理者に送信されます。オペレー
ションプロセスの効率化においては、脱NOxを行う
選択触媒還元プロセス（SCR）でNOxとNH3、脱SOx
を行う煙道ガス脱硫システム（FGD）ではSO2測定
を監視する必要があります。

水質モニタリングシステム（WQMS）とは、COD（化学的酸素要求量）や全リン、全窒素等の汚染
物質を測定する装置です。
測定が必要となる対象物質は、プラントタイプや排出規制により異なります。

AP-370

ENDA-5000

ENDA-C9000

PG-300

PX-375

APDA-370

移動式測定車

TPNA-500

OPSA-150

VA-3000

GA-360E

51シリーズ

H-1

NO
NO2

NOX

0.4302ppm

CO 3.13ppm

CO3 0.2803ppm

SO2 0.0364ppm

0.4423ppm

0.8726ppm

プロセスアナライザシステムとは、炭化水素等の成分を測定することで生産プロセスの最適化
を行う装置です。必要となる測定器はお客さまのご要望により異なります。
石油精製において、原油は複数の蒸留、接触分解等のプロセスを経て最終製品（ガソリン等）に
転換されます。HORIBA製品はプロセスの最適化、効率性向上を目的として利用されます。



大気汚染ガス

SO2 NOx NH3

二次生成粒子
PM2.5中化学イオン成分

Acidity (H+)

塩基性ガス

NH3

強酸性ガス

HNO3 HCl

「PM2.5」は、大気中を漂う粒径2.5μm以下の微小粒子。PMはParticulate Matter（微小粒子状物質）の
略で、煤（炭素）や金属、有機物、化学物質といったさまざまな物質の総称。髪の毛の幅の1/30程度と、
非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすく健康影響が心配されている。
PM2.5の発生源は火山の噴煙や砂漠の黄砂など自然起源のものもあるが、工場のばい煙や自動車の排気
ガスなどの大気汚染ガスを起源とする微小粒子が特に問題。これらの大気汚染ガス中には、煤や金属も
含まれるが、PM2.5の中で構成比が最も高いのは硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、揮発性有機
化合物（VOC）のガスから２次生成した「化学イオン成分」。これらが全体の半分以上を占めると言われる。

強酸性の粒子による人体の影響に注目せよ！
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大気中のPM2.5の 酸性度 を、リアルタイム測定する。

PM2.5の人体影響は、煤などによる「発がん性」だけでなく、その「強酸性」も大きな問題。

レポート
R e p o r t

（酸性度）

Cl- NO3- SO4
2- Ca2+ Mg2+NH4

+ Na+ K+



慶應義塾大学理工学部の田中茂教授のグループでは、
JST（科学技術振興機構）支援を受け、（株）インターアクションと東京ダイレック（株）との共同で
「PM2.5中の酸性度と化学イオン成分濃度の自動連続測定技術」の研究開発を進めています。
これまで科学的な評価手法がなかった「PM2.5の酸性度」を、
リアルタイムで連続測定できるこの技術により、
PM2.5の実態解明と健康影響への評価への一層の研究の進展が期待されています。

■人体にも影響を及ぼすPM2.5の「強酸性」。
PM2.5の人体影響（有害性）については、煤などによる
「発がん性」のみがクローズアップされがちだが、その
「強酸性」も大きな問題だ。
大気中で２次生成した化学イオン成分の粒子には、空
気中の水分を取り込む性質（潮解性）がある。大気の
湿度が高いとこれら粒子の表面が水分を含み、そこに
NOxやSOxが溶け込むことで表面が酸性になる。微小
粒子表面での水分量は極めて少ないため非常な強酸性
になり、肺に入れば即
炎症を起こすと考えら
れる。こうしたことは従
来あまり議論されてこ
なかった。
それはPM2.5の酸性度
の測定に適した測定法
がなかったためだ。一般
的なPM2.5測定では、
粒子をフィルタで集めて
分析する。金属や炭素
の粒子ならこの方法で問題ないが、強酸性の源である
化学イオン成分はフィルタで集めるとアンモニアガス
と反応して強制的に中和されてしまう。さらに、これほ
ど微小な粒子のpHを、リアルタイムで連続測定できる
装置も従来存在しなかった。

■極微量サンプルのpH測定に
我々の開発した装置は、まず独自開発による「平行板型
拡散スクラバ」を用いて、ガスと粒子の混ざった大気か
ら粒子だけを分離する。そしてこの粒子を「捕集用ミス
トチェンバ」で霧状の水で捕集・抽出した試料液を作る。
この時、できるだけ少量の水に溶かす必要がある。水の
量が多いとpHが薄められ、有意差が出ないためだ。
そこで活躍するのが、HORIBA製の「マイクロToupH
電極」。わずか1mlの試料液でも測定可能な電極が、
極微量のサンプルのpH測定を可能にしてくれた。

■PM2.5表面の「酸性度」の科学的測定が可能に
我々の装置によって、PM2.5を捕集・抽出した試料液は
元の水よりもpH値が下がる（酸性度が高い）ことが判っ
た。この数値を基に計算を行うことで実際のPM2.5表
面のpH値を確定できる。特に大気の湿度が高い日には
pH-1～1という非常な強酸性を持つと推測される。
今後は中国など海外で
の観測も実施し、さまざ
まな気象条件や環境要
因でpH値がどう変動す
るかを調べていきたい。
疫学の専門家には今後、
強酸性の粒子による健
康影響にも目を向けて
欲しいと思う。
また、長時間連続して安
定的な観測が行え、且つ
自動校正機能を備えた
機器である「UP-100」
の評価を現在進めてお
り、将来的にはPM2.5
酸性度自動連続測定装
置の一部を担えるよう
更なる改良を進めても
らいたい。

大気中PM2.5の酸性度（pH）の
自動連続測定装置

〔フィルタ法によるPM2.5の捕集〕
〔マイクロToupH電極によるPM2.5試料液中pH測定〕

ミストチェンバ
●純水の噴霧、
　PM2.5の捕集・抽出

TiO2塗布した平行板型
拡散スクラバ
●大気汚染ガス、強酸性ガス
　の除去
●PM2.5の透過

エアーポンプ

マイクロToupH電極（3mmφ）

排水

大気

試料液たまり場
（容積1ml）

粒子
ガス
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［参画企業］株式会社インターアクション・東京ダイレック株式会社
※本研究はJST平成26年度採択環境問題解決領域 要素技術タイプにて行われました。

“地球環境”、“環境計測・対策技術”、“酸性雨”の3つの大きなテーマを研究
対象として、これらのテーマに関連する研究プロジェクトによる研究成果を
基にして、理論的考察及び解析を踏まえて地球環境の実態を明らかにし、
21世紀における環境問題の解決・対策に貢献する。

［チームリーダー］
慶応義塾大学  
理工学部  環境化学研究室
教授・工学博士 田中  茂

pHメータ・水質分析計 
卓上型LAQUA

世界最微量*50μLから測定可能な
温度補償センサ付pH電極。
●独自の製作技術（特許第4054245号）により、
　直径3mmのガラス2重管を実現。
●容量が確保しにくい水溶液系試料に最適。
●温度センサを応答部すぐ近くに配置し、
　温度応答の高速化を実現。
　※2011年6月現在、当社調べ

HORIBAの持つ超精密技術を結集したpHモニタ

■微量サンプリング
　500μL/測定
　最大30mL/1時間の消費量

■リアルタイム測定
　最短測定間隔：1分

■メンテナンス周期大幅低減
　半年に一度のメンテナンス※
　自動校正、自動KCl補充　※ただしご使用条件によります。

微量サンプリングpHモニタ UP-100 
NEW

タフ

ラクア

マイクロToupH電極 

創業来のpH計測技術を発展させ、新たに超小型キャピラリーpH電極を開発しました。
UP-100は1測定あたり500μL（Lの100万分の1）という極めて微量なサンプリング
量で測定が可能で、半導体洗浄/エッチング工程、食品製造工程、製薬工程、
バイオプロセスなど、pHの連続監視が必要なあらゆるプロセスにご活用いただけます。

極微量サンプルのpH測定にHORIBAの「マイクロToupH電極」が活躍。

大気

石英繊維
フィルタ

粒子カット
フィルタ

酸性ガス捕集
フィルタ

塩基性ガス
捕集フィルタ リン酸含浸

フィルタ

アルカリ含浸
フィルタ

UP-100マイクロ
ToupH電極
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で院内検査の運用改善をしませんか？
～電子カルテへ測定結果を自動で送信～

電子カルテ連携ソフト

電子カルテ接続システム運用フロー

問診 依頼確認 検査実施

作業時間の短縮！

転記ミスの低減！

医師が検査依頼を出します 依頼内容を確認します 検査を実施します

モード（CBC、+CRP）も依頼に連動

CRP 尿

その他
検体検査

HbA1c

血糖

導入メリット

装置の測定結果はGATELINK
を経由して電子カルテに自動
送信されます。

血算

診断

■検査時、患者さまID再入力不要で、依頼項目の選択、ミス削減！ 電子カルテからの依頼を解析し、複数の測定装置の中から対象となる装置に依頼を送信します。［特許出願済］

販売名：自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-767CRP
製造販売届出番号：26B3X00002230006
一般医療機器（クラスⅠ機器）　特定保守管理医療機器

販売名：アントセンス デュオ
製造販売届出番号：26B3X00002120008
一般医療機器　特定保守管理医療機器

自動血球計数CRP測定装置
                        LC-767CRP

小型電極式グルコース分析装置

ミクロスエミ アントセンスデュオ

■スリープ復帰機能 電子カルテからの依頼情報に基づき、スリープ状態から自動的に復帰することで、復帰待ちの時間が短縮され、作業時間が短縮されます。

結果は自動送信

●最大１０台の検体検査装置がGATELINKに接続可能！
●測定項目が多い装置（血球計数装置/尿）などでも自動で結果を電子カルテへ送信！

血算
（5DIFF）
+
CRP

血算
（3DIFF）
+
CRP
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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。

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

当社は、東ソー株式会社（代表取締役社長：山本寿宣、本社：東京都港区、以下、
東ソー）が製造販売する糖尿病検査装置「HLCⓇ-723GX」について、当社との国内
販売契約を締結し、2016年6月15日より販売を開始しました。糖尿
病に関連する検査は、糖尿病患者の増加や病診連携の取り組みの
拡大によりクリニックでの需要が増加しており、東ソーが保有する
本製品を、当社の販売ネットワークを活用し、販売を強化します。
＊HLCは東ソー株式会社の登録商標です。

東ソー株式会社と糖尿病検査装置の販売契約を締結
開業医向け血液検査装置のラインアップを強化

当社および水質測定専業の子会社株式会社堀場アドバンスドテクノは、下水処理場
向けのアンモニア態窒素計「HC-200NH」を開発し、2016年4月1日に発売しました。
当該製品は、微生物を用いた処理工程*で、アンモニア態窒素濃度を連続測定する
ことで、設備の運転状況の最適化につながり、電力消費量の削減に寄与すると期待
されています。既存のアンモニア態窒素計では、電極の耐久性や測定値の不安定さ
が課題とされており、当社は東京都下水道局と開発・評価に関する共同研究を行い、
耐久性や安定性が6ヶ月継続することを実証しました。当社は、水質処理設備の省
エネルギー化に寄与することで、持続可能な社会インフラの構築や事業者のコスト
削減に貢献します。
＊微生物が下水の汚れを分解・除去する。酸素を供給する送風機が多くの電力を要する。

　　詳しい製品情報はP9へ

当社は、2016年2月1日に京都労働局より関西で初めて「安全衛生優良企業」の認定
を受けました。この制度は、2015年6月、厚生労働省が労働者の安全確保や健康管
理に優れた企業を対象に、安全で健康な職場づくりに取り組む企業にお墨付きを与
える制度として制定されました。
今回の認定では、当社が過去3年間以上、全国の事業所で労働安全衛生での重大
な法令違反が疑われる労働災害がなかったこと、経営トップの「“こころとからだの
健康づくり”宣言」「HORIBAグループ安全宣言」のもと、従業員の健康増進やメン
タルヘルス対策、積極的な安全管理推進に取り組んだ点などが評価されました。
今後も、OHSAS18001（労働安全衛生）、ISO39001（道路交通
安全）を含む、統合マネジメントシステムによる全社一丸の管理
体制の強化とともに、社是「おもしろおかしく」のもと、従業員
のこころとからだの健康を大切にし、明るく活気ある職場づく
りを推進していきます。

Invitation from Horiba 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/

●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。また、カタログのご請求、ご住所・宛先の変更、HIP送付
の停止なども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

WEB
アンケートコーナの

お知らせ

関西初「安全衛生優良企業」に認定
こころとからだの健康を大切にし、明るく活気ある職場づくり

東京都下水道局と共同研究「アンモニア態窒素計」発売
長期間連続測定で下水処理制御の最適化や省エネ化に貢献

当社は、グループの本拠地である京滋地区において、国際競争力のある国内生産およ
び開発力の強化をめざし、滋賀県大津市に所有する工場用地に、湖西最大の開発・
生産拠点「HORIBA BIWAKO E-HARBOR」を完成させました。2014年4月24日に
着工し、2015年10月より徐々に移転を開始。2016年5月23日、本稼働いたしました。
主力の自動車排ガス測定装置などの営業・開発・設計・生産・サービスの一体改革を
進め、専門知識とノウハウを蓄積した日本で、コア技術の継承・革新を実現します。
お客さまごとに異なる仕様に対応するため、設計・生産を有機的に融合させ、かつ
新生産方式を導入する事で、リードタイム1/3、生産性2倍をめざし、京滋地区で競争
力を強化します。
　　詳しい情報はP7へ

「HORIBA BIWAKO E-HARBOR」本稼働
創造力・高品質・スピードを追求し、ものづくりを改革

「新・ダイバーシティ経営企業100選」京都企業で初受賞
多様な人材の能力発揮で、価値創造につなげる経営

当社は、日本電子株式会社（本社：東京都昭島市、代表取締役社長：栗原権右衛門、
以下「日本電子」）と、同社製の生化学自動分析装置*の欧米における販売提携に関
して2016年2月10日に合意しました。当社は、生化学自動分析装置を「HORIBAブラ
ンド」として欧米で販売します。両社での提携は初めてで、当社は本提携を足掛か
りに、生化学検査市場向けの製品群を拡充し、世界の検体検査市場の約7割を占め
ると言われる欧米市場での事業拡大を図り、2020年までに医用事業で2015年度比
4割増の売上高400億円をめざします。
＊この度、販売提携に合意した装置はJCA-BM6010/Cです。この装置は高速・微量測定を特長とする
BioMajesty™シリーズのコンセプトを継承した、コンパクトな生化学自動分析装置です。超微量分析にこ
だわり1μLサンプリングでの分析が可能。自動溶血機構によりHbA1cの分析も可能です（オプション）。

日本電子と欧米向け販売提携で合意
生化学検査市場で製品拡充し事業拡大

当社は、経済産業省が主催する、ダイバーシティ経営によって企
業価値向上を果たした企業に対する表彰制度「新・ダイバーシティ
経営企業100選」に選定され、2016年3月16日に受賞しました。
同制度では、女性、外国人、高齢者、チャレンジド（障がい者）など、多様な人材の
能力発揮によりイノベーションを生み出している企業が選定されています。

→

→



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。

HORIBA製品の詳しい情報や、展示会・イベント情報がWEBページ［製品特集］から
入手できます。また、HIPのバックナンバーも掲載しています。お気軽にご利用ください。

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

HORIBAホームページ 製 品 特 集 のご案内

本社／〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地　TEL（075）313-8121
株式会社堀場製作所  http://www.horiba.co.jp   e-mail:info@horiba.co.jp

ハイテクの一歩先に、いつも。

■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

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

札幌市中央区北一条東一丁目2-5（カレスサッポロビル1F）
仙台市泉区泉中央四丁目21-8
福島市本町5-5（殖産銀行フコク生命ビル9F）
栃木県宇都宮市東宿郷1-9-15（フローラビル1F）
茨城県つくば市梅園2-1-13（筑波コウケンビル1F）
東京都千代田区神田淡路町2-6（神田淡路町二丁目ビル）
横浜市港北区新横浜2-3-19（新横浜ミネタビル1F）
静岡県浜松市南区参野町221-1
愛知県豊田市司町2-23
名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル6F）
大阪市淀川区西中島7-4-17（新大阪上野東洋ビル4F）
香川県高松市今里町9-9
安芸郡府中町宮の町2-5-27（古田ビル1F）
福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル）

（011）207-1800（代）
（022）776-8251（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
〒981-3133
〒960-8035
〒321-0953
〒305-0045
〒101-0063
〒222-0033
〒430-0816
〒471-0831
〒461-0004
〒532-0011
〒760-0078
〒735-0005
〒812-0025


