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量子ドットは、吸収波長領域が広く、また粒径により発光波長を調整すること
ができ、ディスプレイ、レーザー、太陽電池などに応用されている先端材料です。
蛍光分光光度計 FluoroMax Plus ではその励起・発光スペクトルだけでなく、
発光寿命機能を追加することにより発光寿命の評価も可能です。

太陽電池では高速な電荷分離と遅い再結合反応が
高効率実現のために必要です。蛍光寿命測定は、
その再結合に要する時間を評価することで、太陽
電池薄膜のさらなる高効率化研究に貢献します。

単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の分散液に、励起波長を連続的に
変化させて近赤外域の EEM（Excitation Emission Matrix:励起発光マトリクス）
測定を実施することで、半導体性 SWCNT から発せられる特徴的な近赤外
発光スペクトルを観測。
近赤外アレイ検出器との組み合わせにより、高速に EEM測定が可能。

iPS・ES細胞、ワクチン、バイオ医薬品などの生産では、
安定したバイオプロセスが求められています。A-TEEMは
培地の使用前の品質管理、またプロセス中の成分モニタリング
を高速・低コストで効率的に実施することができます。

チロシン トリプトファン NAD(P)H リボフラビン
PARAFAC 解析から得られた各成分の
A-TEEMイメージと経時変化

細胞膜の選択的な物質透過機能
は、偏光解消測定で得られる蛍
光異方性により評価できます。
とくに、蛍光異方性の時間変化
は膜の運動性に指針を与えます。
蛍光体DPHをリン脂質二重膜に
修飾し、蛍光寿命測定と同じ方法で
異方性減衰曲線を測定、膜の粘度を示す
回転相関時間を評価しました。

リン脂質二重膜中のDPHの
運動イメージ 

通信に使用される光ファイバでは、信号として
使用されている近赤外光の減衰対策としてエル
ビウムなどの希土類元素が使用される光ファイ
バアンプが用いられています。

1スペクトル 0.1 秒の高速スペクト
ル測定により、ウシ血清アルブミ
ン（BSA）と蛍光プローブ（ANS）間
で起こる FRET（蛍光共鳴エネル
ギー移動）を経時的に測定しました。
また、変性剤（SDS）を添加すると、
トリプトファン（Trp）とANSとの距離が
大きくなり、FRETが発生しないことが確認されました。

変性前 変性後
BSA: Bovine Serum Albumin
（ウシ血清アルブミン）
ANS: 1-anilino-8-naphthalene sulphonate
（8-アニリノ -1-ナフタレンスルホン酸）
SDS：Sodium Dodecyl Sulfate
（ラウリル硫酸ナトリウム）
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水中の有機物の測定は、環境水汚染原因を特定する上で重要です。従来の分析法である TOC計※は有機物の種類の
区別ができず、液体クロマトグラフィーは前処理等の手間がかかっていました。A-TEEMを採用した Aqualogなら
前処理なく迅速に EEM 測定を行い、多変量解析を行うことで水中の複数の溶存有機物の蛍光成分を精度よく特定
することができます。

ワイン、ビール、日本酒、ミネラルウォーターなどの飲料の成分管理は、その味・品質にとって重要です。
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)では分析に時間がかかりましたが、A-TEEMと多変量解析を組合せることで、
多成分系の迅速な定性・定量分析が可能です。

PARAFAC 解析から得られた各成分の
A-TEEMイメージと経時変化

陸生植物由来 タンパク（チロシン） タンパク（トリプトファン） プランクトン由来
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FluoroMax Plus Aqualog

培地 卵巣細胞

培養

培養前

1/2/3/4日目

DeltaPro/DeltaFlex

Nanolog

エルビウム錯体の励起スペクトルと発光スペクトル

エルビウム（Er）錯体含有蛍光材料

Fluorolog-QMなどの近赤外対応装置では
1600 nmまでの近赤外蛍光スペクトルを

容易に取得可能

高分子タンニン カフェイン酸

ケルセチン配糖体 マルビジン
ジグルコシド

ポリ /クム色素 アントシアニン

Fluorolog-QM カルフォルニア産 チリ産

カルフォルニア・チリ産ワインのA-TEEMイメージPLC解析で得られたA-TEEMデータとHPLCデータとの相関SW-CNTのNIR-PL EEMマップ(左)とカイラリティ分布(右)

蛍光寿命分布(2つの成分を確認)ペロブスカイト太陽電池の蛍光寿命減衰曲線
減衰曲線(赤色) 減衰曲線とフィッティング関数との残差(緑色)

測定サンプル: ガラス/CH3NH3PbI3-xCl-x 
サンプル作製法: Chem. Mater. 10(1998)403

代表的なペロブスカイト型太陽電池構造

数10 nsec ~ 数nsecの
多成分の蛍光寿命が存在

Qtracker® 655量子ドット
のEEM(励起蛍光マトリクス)

Qtracker® 655量子ドットの蛍光寿命減衰曲線
（5成分でのフィッティング）

DeltaPro/DeltaFlex

Aqualog

Aqualog

定量分析

量子ドット バイオプロセス 細胞膜挙動 タンパク質変性

太陽電池

カーボン材料 光通信材料

水処理施設

ワイン

多変量解析 PARAFACにより、測定した
ワインの Comp1 はプロシアニジン様、
Comn2はフェノールアルデヒド類、
Comp3はゲンチシン酸と同定されました。

HORIBAは創業200年を超えるJobin Yvon社をはじめ、SPEX社、IBH社、Photon 
Technology International社（PTI）、SLM社の5社の優れた製品と豊富なノウハウを
取り入れ、バラエティー豊富なソリューションを提供しています。

DPH：ジフェニルヘキサトリエン

回転相関時間：t＝5.22ns
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業界最高クラスの感度※、5 μm を超える長波長まで対応
可能な HORIBAの蛍光分光装置のフラッグシップ機です。
また超低迷光の分光性能を有し、測定が難しい低発光材
料や散乱光を多く含む不透明な懸濁液や粉末、固体試料
測定にも対応します。

紫外・可視領域だけでなく、近赤外用アレイ検出器によ
り高速な近赤外スペクトル測定を実現します。また、発
光測定側の分光器は、自動切替可能な最大 3 枚のグレー
ティングを搭載し、測定対象に応じた波長分解能の測定
を行うことができます。

高感度・高速スキャンを両立した、実用性の高い汎用型
蛍光分光装置です。フォトンカウンティングにより検出
器でのノイズを抑えた測定が可能で、紫外～近赤外の測
定用に、2つまで検出器を搭載することができます。

水処理施設・飲料・バイオ医薬品など QC/QA・プロセス
管理用途に適した産業向け分光装置です。高感度かつ
高速測定を実現し、励起波長を走査しながら発光スペ
クトル測定を行う励起・発光マトリクス（EEM）測定
が可能です。

最短 100 ms での高速なスペクトル取得を実現。さらに、
コンパクト設計の中に蛍光と吸光の測定機能を搭載。
簡単操作で発光スペクトルの吸光度補正や EEM イメージ
を測定するとともに、バイオサンプルなどのキネティック
測定にも対応する次世代の蛍光分光測定装置です。

◉ モジュール型蛍光分光装置
◉ 励起波長：240~1000 nm
    （180 nmまで、あるいは 1000 nm以上の拡張可能）
◉ 発光側感度波長：185~850 nm（opt. ~5,500 nm）
◉ 感度：S/N > 35,000 : 1 （FSD）
◉ りん光測定機能を追加可能

◉ モジュール型蛍光分光装置
      ≫ 近赤外スペクトルの高速測定
◉ 発光側感度波長：185~850 nm（opt. ~2,400 nm）
◉ 感度：S/N > 15,000 : 1（FSD）
◉ りん光測定機能を追加可能

◉ All-in-One蛍光分光装置
 　≫ フォトンカウンティングによる高感度測定
◉ 発光測定波長 250~850 nm(opt. ~1,700 nm)
◉ 感度 : S/N > 10,000 : 1（FSD）
◉ りん光測定機能を追加可能

◉ All-in-One蛍光分光装置
　 ≫ 高速測定 /発光・吸収を 1台で測定 (A-TEEM)
 　≫ 多変量解析による定性・定量分析
◉ 励起波長 : 250~800 nm
◉ 発光波長 : 250~800 nm /吸光測定波長 : 200~1,000 nm
◉ 感度 : S/N > 20,000 : 1（RMS）

◉ All-in-One蛍光分光装置
　 ≫ 高速測定（0.1秒 /スペクトル）、発光・吸収を 1台で測定（A-TEEM）
◉ 発光測定波長 250~1,100 nm
◉ 励起波長・吸光測定波長 : 250~1,000 nm
◉ 感度 : S/N > 6,000 : 1（RMS）
◉ スキャン速度 : 510,000 nm/min

◉ 固体試料ホルダ
薄膜、粉体、ペレット、顕微鏡用
スライドガラス、繊維などの測定に
使用します。

試料ホルダー

◉ Microsense
極微量試料測定 (1-5 μL) に使用
します。希釈不要で、貴重な試
料に適します。

◉ ペルチェ式温調アセンブリ
-10～120℃までの温度制御が可能です。
ソフトウェアからの制御も可能で、
スターラーも付属しています。

温調アクセサリ

◉ その他の温調試料ホルダー
恒温水循環：-20℃～ +80℃
クライオスタット（液体窒素、液体ヘリウム）

◉ 液体窒素デュワーアセンブリ
試料を液体窒素の入った大型石
英セルに挿入し、凍結するため
のデュワーです。りん光測定や
遅延蛍光測定などに最適です。

◉ 自動偏光アクセサリは、VV、
VH、HH および HV 成分測定の
切り替えを自動操作できます。

偏光アクセサリ

いずれの積分球も液体・粉末・薄膜
などの試料の測定が可能です。 

積分球ユニット
その他アクセサリー
各種試料セル (HPLCフローセル )
マイクロウェルプレートリーダー
ストップドフロー

蛍光分光装置

~5,500 nm

~2,400 nm

~1,700 nm

~800 nm

~1,100 nm

搭載可

搭載可

搭載可

搭載可

不可

拡張可

搭載検出器
に依存

搭載検出器
に依存

不可

不可

蛍光寿命 積分球 検出波長範囲概要 仕様 蛍光分光装置オプション

Fluorolog-QM
モジュール型蛍光分光光度計

Nanolog
モジュール型蛍光分光光度計

FluoroMax Plus
蛍光分光光度計

Aqualog
三次元蛍光測定装置

Duetta
蛍光吸光分光装置

蛍光の高速測定を実現するとともに、サンプルの蛍光と吸収を同時に測定し、励起光・蛍光の吸収量を補正して真の蛍光強度を得ることができるHORIBAが開発した測定技術。

光の吸収が大きな試料の測定の場合、励起光の吸収と発光の再吸収（IFE; Inner Filter Effect 内部遮蔽
効果）により測定されるスペクトルにひずみが生じる

 A-TEEMTM Absorbance-Transmission Excitation Emission Matrix（吸収 -透過 励起発光マトリクス）

補正の有無による量子ドット試料
（OD=1.22 @ 586 nm）の蛍光スペクトルの違い

・光源：DeltaDiode
・検出器：PPD
・コントローラー：DeltaHub

高速測定タイプ

分光方式
装置応答関数

繰り返し周波数

分光器

検出器

光源

DeltaFlex
測定時間の大幅短縮
　弊社従来機種の100倍（DeltaDiode使用時）
幅広い時間分解能
　数十ピコ秒～１秒までの時間分解能
    (※デコンボリューション後）
高い拡張性
　偏光子、各種サンプルホルダー、各種温調器、　
　クライオスタット、外部レーザー搭載など 
紫外～近赤外の幅広い波長対応力
　多種類の光源（265 nm～1,310 nm）、
    多種類の検出器 （最長1,700 nm）

DeltaFlex
分光器搭載タイプ

DeltaPro
フィルター分光タイプ

DeltaPro
分光器ベース フィルタベース

＜200 ps (DeltaDiode-405L、PPD-850検出器を用いた場合 )

10 kHz ～ 100 MHz (DeltaDiode)、10 kHz ～ 1 MHz (NanoLED)、
0.1 Hz ～ 2.66 kHz (SpectraLED)

200～ 800 nm対応
200～ 850 nm対応
300～ 1200 nm対応
400～ 1600 nm対応

＜HPPDシリーズ＞
HPPD-650 220～ 650 nm
HPPD-720 300～ 720 nm
HPPD-860 220～ 860 nm
HPPD-870 300～ 870 nm
HPPD-890 380～ 890 nm
SpectraLEDシリーズ  (265~1275 nm)
NanoLEDシリーズ  (265~1310 nm)
DeltaDiodeシリーズ  (265~1310 nm)
SpectraXe（185～2,000 nm）

蛍光寿命装置 TCSPC方式※ を採用、100ピコ秒を切る蛍光寿命から数秒のりん光寿命をカバー

※TCSPC: Time-Correlated Single-Photon Counting(時間相関単一光子計数法):
時間電圧変換器(TAC: Time-to-Amplitude Converter)により，パルス励起された光子と発光(蛍光)光子が光電子増倍管またはマイクロチャンネルプレートにより光電子として検知される間の時間
を電圧変換します。パルス励起を多数回繰り返し、この光電子イベント数をヒストグラム化することにより得られる蛍光減衰曲線から発光寿命を算出します。

光源・検出器・
コントローラの
組み合わせで
測定寿命範囲
が決定。

・光源：NanoLED
・検出器：PPD
・コントローラー：DeltaHub

スタンダードタイプ
・光源：SpectraLED, SpectraXe
・検出器：PPD
・コントローラー：DeltaHub

りん光寿命測定タイプ

psec nsec usec msec sec

＜近赤外用検出器＞
950～ 1200/1400/1700 nm、
300～ 1400/1700 nm

＜MCPシリーズ＞
MCP-50S /SC  200～ 800 nm

＜PPD シリーズ＞
PPD-650 230～ 700 nm
PPD-850 230～ 850 nm
PPD-900 230～ 920nm

FluoroMax-TCSPC,
Fluorolog-QM-TCSPC, 
Nanolog-TCSPC

Aqualog Nanolog

FluoroMax PlusDuetta

Fluorolog-QM

DeltaFlex

蛍光分光装置 ハイブリッド装置（分光 +寿命） 蛍光寿命装置

励起光

CDOMを含む
水サンプル

２次内部フィルター
効果

1次内部フィルター
効果

強度補正あり・なしの吸光度と蛍光強度との関係

高機能 分光器
付き

蛍光寿命イメージングカメラ
FLIMera顕微蛍光システム

DeltaProPLマッピング装置 MicOS

顕微システム

顕微蛍光システム（発光寿命測定機能付き）

フィルタ
分光

カスタ
マイズ

ウェハ
対応

カスタ
マイズ

FLIM
カメラ

HORIBA蛍光分光製品ラインアップ

※ 弊社2022年7月調べ


