
N  E  W  

 

固体中炭素・硫黄分析装置

The most user-friendly Analyzer debuts!
Dustless, stress-free and no experience 
required.

EMIA-Expert

固体中炭素・硫黄分析装置

EMIA シリーズ（EMIA-Expert / EMIA-Pro）



EMIA-Expert
極微量域の高精度分析を実現した
ハイエンドモデル

高精度分析を実現するEMIA-Expert 独自の機能
1.キャリアガス精製器を標準搭載
極微量の炭素分析に対して、誤差要因となる燃焼ガス中の不純物（HC）を除去。バックグラウンドの低減に貢献します。

2. 加熱フィルタ採用（極微量S分析）
水分を多く含むサンプルや、燃焼によって水分を発生する試料では、SO₂ガスが水に吸着して、サンプル中に極微量含まれるS値が変動する
場合があります。加熱フィルタにより水分吸着を防ぎ、高精度な分析に貢献します。

EMIAシリーズは、微量な炭素・硫黄成分を高精度に分析することができるため、次のような分野の研究開発や品質管理に幅広く利用
されています。

各種材料の特性・性能を決定する上で、
重要なファクターの一つである元素分析。
鉄鋼、電子材料、触媒、各種合金などさま
ざまな材料において含有炭素・硫黄を高精
度に分析することが近年ますます重要に
なってきています。

ガスフローイメージ

ダストフィルタ

ガスフロ

るつぼ

酸素ボンベ キャリアガス精製器 高周波燃焼炉 脱水剤 高精度 半導体型
赤外線検出器 (NDIR)

鉄鋼
自動車用鋼板
工具
建材

非鉄合金
銅
ニッケル
アルミニウム

レアメタル
リチウム
コバルト
タングステン

鉱物
コークス
石灰石
石炭

化学
触媒
ゴム
カーボンブラック

電子材料
はんだ
リチウムイオン電池材料
MLCC
（多層セラミックコンデンサ）

EMIA-Expertは、長年培った高い信頼性・機能性に加え、
分析効率向上やストレスフリーを実現するために清掃性能・操作性・メンテナンス性を大幅に向上させました。

本製品の応用分野



新トラブルシューティング
ナビ

EMIAシリーズでは分析プロセスにおけるトータル時間（分析・清掃・メンテナンス）を削減し、ダウンタイムを1/8に短縮しました。

分 析秤 量分析条件設定

新分析ナビ

自動清掃

新クリーニング
機構

メンテナンス

メンテナンス頻度1/4 ×所要時間1/2
=トータルダウンタイム 1/8

通常測定
（１サイクル＝約７０秒）

新メンテナンス機構＋
新メンテナンスナビ

アラーム頻度
1/4

時間
1/2

トータルで考え抜かれた高効率な分析フロー

外部クリーナーを用いない新クリーニング機構を搭載。分析後に発生するダストを効率的に排出することにより、
清掃時間が半減しました。
清掃時間を短縮したことで、試料準備後の待ち時間がなくなり、分析サイクルタイム（分析＋自動清掃）70秒を
実現。分析効率が大幅に向上しました。

分析後に発生するダストが蓄積すると、リークが生じるなど
分析精度劣化の原因となります。
ダスト排出効率を高めた新クリーニング機構とダストが蓄積
しにくい構造により、連続200 回分析時も炉内清掃なしで
分析精度維持を実現しました。

燃焼管交換もわずか一点の部品を
取り外すだけ。作業空間も確保し、

簡単に交換可能です。

配管作業も工具不要で、
わずか一箇所外すだけ。

るつぼ台周辺のフラット設計で
清掃のしやすさを大幅に向上。

  preparation                            

      
                                  measurement

リーク圧

標準規格

≤ 1.0 kPa

測定前

0.23 kPa

200 回測定後

0.29 kPa

測定前 200回測定後

１. 分析効率を大幅に改善！

2. ノーメンテナンスで連続200回測定も可能！

200回連続分析後もダスト蓄積が
少ないため、リークが発生せずに
分析精度が維持できています。

1/4
Maintenance

Work

るつぼ台周辺るつぼ台周辺 燃焼炉下部

* 標準試料を分析した場合

1/2
Maintenance

Time

30 min

新クリーニング機構（特許出願済）

Easyメンテナンス機構

お 客 様 の 声

「メンテナンスしづらい…」  ▶ ▶ ▶  取り回しのしやすいメンテナンス空間を確保しました。
「専用工具がわずらわしい…」   ▶ ▶ ▶  工具フリーを実現しました。
「取り外す箇所が多い…」  ▶ ▶ ▶  従来比1/3の取り外し箇所を実現しました（当社従来比）。

＊旧製品での推奨メンテナンス
サイクル＝５０回に１回

燃焼炉上部

（当社従来比）

メンテナンスのお困りごとを解決し、メンテナンス時間を半分に短縮！（当社従来比）



ユーザーサポート機能満載のソフトウェア
直観的な操作性を重視した基本画面

機能をアイコンで表示

オペレーションエリアを集約

長年お客様と培った現場のノウハウを生かし、分析・メンテナンス・トラブルからの復帰までをフルサポート。
誰でも・簡単に、日々安定した分析が実現できます。

試料測定準備から測定開始まで、
測定手順を上から順に示します。

タッチスクリーン対応
（オプション） 分析中のC/S抽出グラフ、プレート電流値をリアルタイムで表示

抽出したグラフの自動保存も可能です。

分析結果を表示
分析中は、C/S抽出ガスシグナルを数値でリアルタイム表示できます。

フルサポートナビゲーション

1.分析ナビ

「測定する試料の測定条件がわからない…」
　　　▶ ▶ ▶　分析条件アシスト機能
　　　　サンプル特有の分析時のノウハウを表示します。

「最適な値を得るために、測定条件のどのパラメータを
 変更してよいかわからない…」
　　　▶ ▶ ▶　分析手法ノウハウ集搭載
　　　　分析を行う上での注意点、最適な測定条件を
　　　   導くためのノウハウを表示します。

「操作手順がわからない…」
　　　▶ ▶ ▶　操作手順をフローで表示
　　　　操作フローに沿ってオペレータが分析する
            ことで、高精度な分析をサポートします。

あらゆる分析に関する課題をサポートします。

分析ナビ 画面

分析結果解析

アラーム

メンテナンス

3. トラブルシューティング
ナビ

2. メンテナンスナビ

1. 分析ナビ

測定準備 分析

タッチタタッチ
（オプ（オプ

EMIA シリーズ独自のソフトウェアには、HORIBA の分析ノウハウ
から、測定試料に合わせた適切な分析条件提案・設定機能を搭載
した「分析ナビ」、従来機よりご好評いただいている機能をパワー
アップした「メンテナンスナビ」、トラブル発生時のリカバリー方法に
関する自動提案機能を実現した「トラブルシューティングナビ」が
搭載されています。

お 客 様 の 声



２.メンテナンスナビ
メンテナンスナビ 画面

保守画面

電磁弁操作やリークチェックなど、保守作業に必要な操作を
行うことができます。

保守カウンタ画面

保守項目に閾値を設定し、閾値に達したらアラームとして表示
して、保守を促すことができます。

メンテナンスナビ 画面

日常保守項目

作業手順フロー

作業内容の動画/静止画で実際に作業をしている様子を表示

3.トラブルシューティングナビ

トラブルシューティングナビ 画面

アラーム発生
対処箇所を表示

対処方法を表示

メンテナンス作業項目・手順・方法をナビ
ゲーション。
作業手順を動画で確認できるため、誰でも・
簡単に正しいメンテナンスを行え、安定した
分析を実現します。

アラームから対処方法までナビゲーション。
画像による解説つきで、誰でも・迅速に解決
できます。
ダウンタイムの短縮につながります。

アラーム発生



EMIA-Pro
“誰でもPro”の分析を実現したスタンダードモデル

安定した分析を実現する基本機能
1. フルサポートナビゲーション
2.2. E Easasyメyメンテナンス機構
3.3. 新 新クリーニング機構

● EMIAシリーズ　性能/アクセサリ比較表

● EMIAシリーズ　仕様

測定方式
標準試料質量 

測定サイクルタイム（平均）

EMIA-Expert

0.6 ppm - 10.0%
σn-1  0.3 ppm
0.6 ppm - 1.0%
σn-1  0.3 ppm

EMIA-Pro

1.6 ppm - 6.0%
σn-1  0.8 ppm
2.0 ppm - 1.0%
σn-1  1 ppm

炭素

硫黄

精度
（再現性）

ユーティリティ

外形寸法
[W × D × H]

装置質量

測定範囲 (m/m)
ブランク測定精度
測定範囲 (m/m)
ブランク測定精度

炭素

硫黄

キャリアガス
駆動用ガス
消費電力
装置本体
キャリアガス精製器 **
装置本体
キャリアガス精製器 **

制御用 PC・データインタフェース

装置型式

σn-1  2.0 ppm またはRSD  1.0%

σn-1  2.0 ppm またはRSD  1.5%

500 × 725 × 710 mm*

約134 kg

酸素（純度 : 99.5%、供給圧力 : 0.30-0.33 MPa)

Windows® 8.1搭載のPC、データ通信 : USBデータインタフェース、タッチスクリーン（オプション）・キーボード・マウスによる操作

酸素気流中 高周波加熱・燃焼、赤外線吸収法
1.0 ± 0.10 g

１サイクル当たり約 70 秒

窒素（純度 : 99.5%、供給圧力 : 0.35-0.38 MPa)
200 / 220 / 240 V、50/60 Hz、5 kVA

σn-1  0.3 ppm （20 ppm 未満の試料の場合）
σn-1  1.0 ppm or RSD  0.75%  （20 ppm以上の試料の場合）

σn-1  0.3 ppm （20 ppm 未満の試料の場合）
σn-1  1.0 ppm or RSD  0.5% （20 ppm以上の試料の場合）

EMIA-20P: 炭素 / 硫黄
EMIA-21P: 炭素
EMIA-22P: 硫黄

EMIA-20E: 炭素 / 硫黄
EMIA-21E: 炭素
EMIA-22E: 硫黄

160 × 560 × 512 mm

注 ) * 装置本体背面の配管および突起部（奥行 : 79 mm）を除く。　**キャリアガス精製器はEMIA-Expertでは標準、EMIA-Proではオプションです。

（上面図）

＜キャリアガス精製器＞
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38059.3

＜装置本体＞

160

51
2

560

（単位 : mm）● 外形寸法

● Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

約 21 kg （オプション）

（オプション）

濃度域
（トレーサブルな標準試料を

測定した場合）

アクセサリ
キャリアガス精製器
加熱フィルタ

標準
標準

オプション
ー

数 ppm (mg/kg)
数十 ppm (mg/kg)
％(m/m)オーダ

EMIA-Expert EMIA-Pro



カスタマイズオプション・アクセサリ
お客様の測定シーンに応じた各種オプションをご用意、省力化・迅速化等のトータルソリューションをご提案します。

オートサンプラー

全自動分析システム

消耗品

最大 20 検体までセット可能。
自動でるつぼを炉内にセットし、
測定後のるつぼ廃棄までを
行います。
また、手動による割り込み分析
など、多様な分析シーケンスを
可能にします。

分析作業の全自動化に対応、安全機構も完備で、上位オンラインシステムにも対応可能です。
お客様の測定シーン・データシステムに応じたカスタマイズが可能です。ぜひご相談ください。

自動るつぼ空焼器 FK-100

型式名
外形寸法 [ W × D × H ]
装置質量
動作温度
電気仕様

るつぼ収容数
るつぼ供給方法

FK-100
280 × 1020 × 680 mm
50 kg
1100 ℃ （最高）
電源 : 100 V ± 10% (50/60 Hz)
消費電力 : 1.5 kVA
100 個（最大）
電動シリンダにより搬送

助燃剤投入機 データ出力

るつぼを空焼きした上で自動供給するユニットです。
るつぼを最大100個まで収納できます。

*写真はイメージです

キャリアガス精製器

お客様のニーズにお応えして、TCP-IP、RS-232、USBインタ
フェースなどさまざまなデータ転送方式に対応しました。

ハロゲントラップユニット
ハロゲン含有試料測定時に発生するガスをトラップし、装置の
損傷を防ぎます。

極微量の炭素分析に対して、誤差要因となる燃焼ガス中の不純物
（HC）を除去。バックグラウンドの低減に貢献します。
（EMIA-Expert: 標準、EMIA-Pro: オプション）

試料調整時に必要な助燃剤（タングステン・スズ）の投入を完全
自動化。オペレータによる人的誤差を低減し、再現性のよい分析を
サポートします。

セラミックるつぼ 助燃剤
試料を効率よく燃焼させ、安定した測定を
するための高純度素材です。
タングステン、 スズ、銅、鉄などがございます。

測定フロー例　　　　　

助燃剤
投入

（W/Sn）

サンプル
投入

サンプル
秤量

るつぼ
ストッカ

るつぼ
空焼き

るつぼ
供給

試料
前処理

るつぼを
セット

分析
（燃焼）

燃焼管
清掃

るつぼ
廃棄

* 写真はイメージです

精度・再現性の高い分析を実現するために
生まれた炭素ブランク値の低いるつぼです。
手動分析装置および自動分析装置用の２種
類をご用意しています。



ハイテクの一歩先に、いつも。

Printed in Japan 1608SK53

本社／京都S.S.　〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地（075）313-8125

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地（075）313-8121（代）
http://www.horiba.co.jp   e-mail:info@horiba.co.jp

カタログNo. HRA-3753A

北海道セールスオフィス
東北セールスオフィス
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
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
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）
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）
（029）856-0521（代）
（03）6206-4721（代）
（045）478-7017（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
〒305-0045
〒101-0063
〒222-0033
〒461-0004
〒532-0011
〒760-0078
〒735-0005
〒812-0025

北海道S.S.
東北S.S.
福島S.S.
栃木S.S.
千葉S.S.
鹿島S.S.
つくばS.S.

埼玉S.S.
東京S.S.
西東京S.S.
横浜S.S.
富士S.S.
浜松S.S.
東海S.S.

名古屋S.S.
北陸S.S.
三重S.S.
京都S.S.
大阪S.S.
兵庫S.S.
岡山S.S.

四国S.S.
広島S.S.
山口S.S.
九州S.S.
大分S.S.
熊本S.S.

（011）207-1801
（022）776-8252
（024）925-9311
（028）634-6098
（0436）24-3914
（0299）91-0808
（029）863-7311

（048）298-6871
（03）6206-4750
（042）322-3211
（045）478-7018
（0545）33-3152
（053）464-1339
（0565）37-3510

（052）705-0711
（076）422-6112
（059）346-2706
（075）313-8125
（06）6150-3661
（079）284-8320
（086）448-9760

（087）867-4821
（082）283-3378
（0834）61-1080
（092）292-3597
（097）551-3982
（096）279-2985

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。 

マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置 (GD-OES） ICP 発光分析装置

酸素・窒素・水素分析装置
●  高速分析
●  メンテナンス性向上
●  オートクリーナー/るつぼローダ標準搭載
●  オートサンプラオプション追加可能
●  Ar キャリア対応可能

顕微レーザラマン分光測定装置
●  紫外から近赤外まで、広い測定波長領域 (200～2100nm）
●  自動光軸調整機能
●  レーザ、フィルタなどの自動切り替え機構搭載
●  AFMラマン、フォトルミネッセンスなど自由度の高いプラットフォーム
●  800nm 分光器による高分解能測定で結晶評価、応力測定などに最適
  

●  大型回折格子を搭載した、高感度・高分解能分光器
●  120nm～の測定で、Cl、Brも測定可能
●  独自のシースガス機構により、高塩試料の長期安定分析が可能
●  40MHzプラズマの採用で低バックグラウンドと低ランニングコストを実現

  

ーム
最適

● 関連製品

炭素・硫黄分析装置 有害元素蛍光 X 線分析装置

●  迅速分析が可能なため、多検体の分析や製膜プロセスの管理に最適
●  パルススパッタリングなど新スパッタ法を用いれば、有機系試料の
 　測定が可能
●  High Dynamic Detection 機能を用いれば半定量分析も可能

●  管状電気炉方式で、極微量炭素・硫黄成分を高精度測定
●  サンプル挿入口自動開閉機構や2 連燃焼管が高効率分析を
 サポート

●  昇温機能と酸素加圧燃焼方式が高精度分析をサポート

●  液体窒素が不要な最新型検出器を搭載し、スピーディな分析が可能
●  1人でも持ち運びができるコンパクト設計。バッテリ搭載でどこでも分析が可能。
●  測定対象ごとに用意された測定ボタンを押せば、測定条件が自動で選択され、
専門的な知識がなくても簡便・迅速な分析が可能

● 安心・充実のサポート拠点
北海道S.S.

東北 S.S.
福島 S.S.

つくば S.S.
栃木 S.S.

鹿島 S.S.
千葉 S.S.
埼玉 S.S.
西東京 S.S.

東京 S.S.
横浜 S.S.
富士 S.S.
浜松 S.S.三重 S.S.

東海 S.S.

本社 / 京都 S.S.
大阪 S.S.
兵庫 S.S.

岡山 S.S.
広島 S.S.
山口S.S.

九州 S.S.
大分 S.S.
熊本 S.S. 名古屋 S.S.

四国 S.S.

北陸 S.S.

装置のご購入後も、堀場テクノサービスの全国27か所に広がる充実の
サービスネットワークで、装置の据え付けから、試運転、保守・点検まで
総合的な技術サービスを提供し、Face to Faceの安心をご提供します。

※S.S.＝サービスステーション


