
HORIBAはさまざまな粒子計測技術で、粒子径分布（粒度分布）、ナノ粒子径分布、ゼータ電位、画像解析など、
幅広い分野で利用される粒子の最適な評価に貢献します！

粒子計測 ����

2つの光源波長で0.01～5,000μmの超ワイドレンジを実現。NISTトレーサブルな標準試料
に対して±0.6%の高精度保証に加え、高再現性を実現したHORIBA粒子径分布測定装置の
フラッグシップモデル。

原液（希釈なし）または原液に近い状態で
測定できます。スラリー状試料やインク材料
などにお薦めです。

高濃度セル

試料の分散媒量35 mL でのフロー式測定が
可能。分散媒に有機溶媒を用いる際に
お薦めです。

ミニフロー・小容量循環システム

粉末状態のまま測定できます。自由落下で
の非分散測定、圧縮空気を用いた強制
分散測定の両方に対応しています。

乾式測定ユニット

粒子径分布測定と同時に画像による観察が
可能になります。試料中の凝集物・異物・泡
などの観察にお薦めです。

画像解析ユニット

バッチ式セル
溶媒を最小限に節約（最少容量5 mL）できる
ため、超微量試料や、測定後に全量回収した
い場合などにお薦めです。

遠心沈降法を用いた測定により、粒子径分布の端に至るまで、信頼性のあるデータを提供します。
CNT（カーボンナノチューブ）やCMPスラリーなど最先端材料の粒子径や異物、凝集・解繊状態の
分析が可能です。

3波長光源とカラーCMOSを搭載。ブラウン運動のイメージング解析による
粒子径・個数・濃度測定が可能。キュベットセル内撹拌による高再現性を
実現します。

ナノ粒子の粒子径分布と分散性を明確かつ簡単に解析！ 
1台3役で、粒子径分布・ゼータ電位・分子量を高感度・高精度分析。

粉末試料の分散が簡単に操作できます。ラマン分析やSEM観察などの
分散前処理にご活用いただけます。

粒子解析ソフト / ParticleFinderでは、数百～数千個の粒子の位置を光学イメージからすばやく
検出し、粒子サイズ / 形状とラマンスペクトルによる化学組成情報を関連づけて、自動で測定
できます。

装置内顕微鏡像より、複数粒子を自動認識し、元素
情報や粒子径情報、粒子の座標位置を取得できます。

画像解析

パーティクルトラッキング法

粒子分散

動的光散乱法

粒子解析　ー蛍光X線分析法ー粒子解析　ーラマン分光法ー

迅速かつ高精度に、0.01 μm ～ 5000 μmの測定がこれ一台。さらに多彩なアクセサリで様々な測定ニーズに対応！

✓ 迅速測定！
　 分散媒注入から測定・洗浄まで60秒測定を実現
✓ 高い信頼性。安心の精度保証！
　 標準粒子による±0.6％精度保証
✓ 充実のアクセサリ！
　 希釈無用の高濃度セルや画像解析ユニットなど、
　 目的に合わせた測定を実現

✓ 堅牢さと使いやすさを両立！
　 扱いやすいキュベットセルタイプ
✓ 少ない異物や凝集物検出に最適！
　 低回転から高回転への加速運転により高い分解能を実現
✓ 希薄試料から原液試料まで精密な粒子径分布測定！
　 ラインスタート法と一様沈降法を1台で実現

✓ 試料中の少量の凝集物や異物の検出と
　 画像確認
✓ 泡の混入状態の確認
✓ 粒子の形状確認と解析

凝集物

Partica LA-960V2

レーザ回折/散乱式
粒子径分布測定装置

レーザ回折/散乱法

遠心沈降法

ラインスタート法での高濃度測定や高分解能
分析の際、簡単に密度勾配液を作成可能。

密度勾配フラクショネータ（オプション）

画像による粒子観察が粒子径分布測定と同時に可能！

遠心沈降式が証す、高分解能粒子径分布！

✓ 「ナノの世界」を簡単に直接イメージング！
　 PTA法採用で粒子のブラウン運動を追跡
✓ キュベットセル内撹拌による高再現性！
　 セル内で試料を撹拌し、繰り返し測定が可能
✓ 蛍光標識によるターゲット粒子の個数濃度測定！
　 バイオ試料も特定粒子だけを濃度測定可能

ブラウン運動のイメージング解析による粒子径・個数濃度測定！ 「ナノの世界」を解き明かす、HORIBAのナノ粒子最高水準機*！

✓ ゲル材料評価の新たな指標！
　 ゲル状試料の網目サイズ分析を実現
✓ 液体・固体表面のゼータ電位測定！
　 分散安定性の指標として管理
✓ デュアル光学系搭載！
　 希薄系～高濃度試料まで1台で、
　 シングルナノメートルの粒子径も高感度に測定

粉末試料の容易な分散前処理！ ✓ 「ワンプッシュ」で粉末試料を分散！
✓ 単一粒子の複合粒子解析が可能！

Partica LA-960V2 0.01μm - 5,000 μm （10 nm - 5 mm） 

Partica CENTRIFUGE 10 nm - 40 μm 

ViewSizer 3000 10 nm - 15 μm 

nanoPartica SZ-100V2 0.3 nm - 10 μm 

0.1μm - 1,000 μm（100 nm - 1 mm）  Partica mini LA-350

粒子径測定範囲一覧 HORIBA粒子計測装置における各種原理の特長と簡易比較

画像解析ユニット

Partica CENTRIFUGE
遠心式ナノ粒子解析装置 ラマンイメージング装置

LabRAM Soleil XploRA series
ラマン顕微鏡

XGT-9000
微小部X線分析装置

粒子分散ユニット
Particle Disperser

ナノ粒子解析装置
nanoPartica SZ-100V2

ナノ粒子径分布・濃度測定装置
ViewSizer 3000

10 nm 100 nm 1 μm 10 μm 100 μm 1 mm1 nm

→ HORIBAの粒子計測
    関連サイトはこちら

レーザ回折／散乱法

Partica LA-960V2

遠心沈降法

Partica CENTRIFUGE

パーティクル
トラッキング法

ViewSizer 3000

動的光散乱法

nanoPartica SZ-100V2

標準的な分解能

サイズで分けて
測るため高い分解能

1粒子ずつ測るため
高い分解能

他原理に比べて
分解能は高くない

溶媒注入から
洗浄まで完了

試料密度と
粒子径に依存

動画の撮影時間と
動画数に依存

データの取得時間
設定に依存

10 nm ～ 測定可能
（試料に依存）

高い遠心力により
沈降させて測定

シングルナノ粒子
も測定可能

散乱光強度から
算出可能

×

懸濁液、高濃度スラリー、
ペースト、エマルジョン、
インク、バブル、
乾燥粉体、造粒粉

懸濁液、高濃度スラリー、
電池材料、セラミックス、インク、

先端材料、繊維状材料

懸濁液、リポソーム、
エクソソーム、バブル、

タンパク質

懸濁液、高濃度スラリー、
エマルジョン、インク、
バブル、ゲル

高再現性、
旧モデル相関、

精度保証、画像観察、
オートサンプラ

高濃度試料、
微量試料、

繊維状粒子（CNT※など）

微量試料、温調、
蛍光標識した

粒子のみの粒度分布

温調、微量試料、
ゼータ電位、

ゲルの網目サイズ

原理／装置 分解能 測定時間 100 nm以下 定量 測定可能な試料例 その他の特長

＊ 当社比

※CNT：カーボンナノチューブ

シリーズ

◎　約1分

○　5分程度～

△　約15分

○　約3分

○

◎

◎

△

○

○

○

◎

△

不可

1粒子ずつ測るため
個数カウントが可能

◎

散乱光強度から
算出可能

△

10 nm ～ 測定可能
（試料に依存）



● カタログNo. HRA-3773B

触媒インク原液の粒子径分布の設計は、触媒の性能・品質に大きな影響
を与えます。Partica LA-960V2の高濃度セルユニットは、インク原液を
希釈せずに、もしくは最小限の希釈率で粒子径分布を評価でき、生産
工程におけるMEA乾燥後の状態を、インク原液の状態から推定できます。

触媒インク（原液）の粒度分布 触媒層 SEM観察
塗布面観察 断面観察

メジアン径：41.9（μm）

メジアン径：0.199（μm）

メジアン径：0.0954（μm）

● データご提供：東京工業大学  平井・笹部研究室、FC-Cubic

触媒インク 原液での粒子径分布測定

オートサンプラやロボットアームに
よる多検体測定の自動化・省力化
にも対応します。
お気軽にお問い合わせください。

省力化オプション

高濃度セルPartica 
LA-960V2

粒子分散ユニット
Particle Disperser

粒子分散ユニット使用手作業

光学顕微鏡像光学顕微鏡像

従来のスパーテルなどでの粉末分散
作業は凝集が発生しやすい

微小粉末試料を均一に分散！

粒子の分散度を高めることで、一粒子ごとの測定が可能になりました。

操作動画を
ご覧いただけます

ParticleFinder
ラマン用粒子解析ソフトウェア

ViewSizer 3000では、タンパク質の凝集量の定量評価を簡便に行えます。
高温下（50℃）のインキュベーションにより、特にSVP(Sub-visible Particle)
領域において凝集体が多く形成されていることがわかりました。

■ タンパク質凝集体の評価例
 通常の粒子解析  ViewSizerなら

A＋B
混合溶液

測定

A＋B
混合溶液

Aのみ
蛍光染色

A＋Bの全粒子の結果になり、
Aだけ、Bだけの測定は不可。

蛍光粒子 / 全粒子= 44%

■ エクソソーム測定例

タンパク質 加温による凝集の経時変化 エクソソーム 蛍光標識分析

オプションの蛍光フィルタを使うことで、入射光の波長を遮り、蛍光粒子
だけの分析が可能です。

3つの波長光源により、10 nm～15 μmという広い測定範囲を実現し、
かつ温調機能を備えているので、加温状態での凝集体増加の経時
変化を評価することも可能です。

簡単操作で粉末試料を分散処理

迅速かつ高精度、すべての粒子分析はこの分析から。
さらに多彩なアクセサリで様々な測定ニーズに対応！

分散液の SEM観察像

凝集・解繊状態の把握
2山形状の粒子径分布が得られ、確認SEM
観察像とも相関のある、孤立分散したCNT
と凝集したCNTの両方が観察されました。

高分解能・高再現性測定

10回測定の重ね書き

サンプリングを変えてシリカスラリーの
10回の測定を行った結果、高い再現性
を持つ結果が得られ、高精度な品質管理
に貢献します。

混錬前 混錬後

カーボン：約100 nm NCM：約10 μm

混合物の分散状態の把握
混練により導電助剤であるカーボンの凝集が
ほぐれ、活物質にカーボン被膜ができ、分布の
ピークが1つになったことが推測できます。

Partica 
CENTRIFUGE

高付加価値材料に、高分解能・ワイドレンジ測定

ViewSizer 3000

ライフサイエンス分野で活躍、個数濃度が正しく求まる
粒子径分布測定装置

分散後の粉末をラマン顕微鏡の自動粒子解析機能
「ParticleFinder」を使用して、一粒子ごとの成分分析
や形状認識、形状分析といった粒子解析が可能です。

粒子解析～ラマン分光法

粒子解析ソフトを用いて、蛍光X線の広域
マッピングにより、フィルタ上に捕集された
異物のスクリーニングを行いました。
粒子検出、元素分析の他、粒子径情報や
粒子座標が取得可能です。

粒子解析～蛍光X線分析法

ナノフィラー

凝集評価

凝集なし

凝集あり
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ナノサイズのフィラーを原液の
ままで分析することで、凝集
あり、なしの判別ができました。

セルロースナノファイバーゲル
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●  試料ご提供： 第一工業製薬 株式会社

ゲルの内部網目サイズ評価
セルロースナノファイバー(CNF)の濃度が
上がると、密度が高くなり、網目サイズが
細かくなります。測定結果より、網目サイズと
CNF濃度の間には相関性が確認できました。

ファインバブル

ゼータ電位
ゼータ電位を測定することで、
ファインバブルの長期安定性
を評価できます。
一般的に絶対値が大きいほど
分散性が高く、ゼロに近いほど、
凝集しやすい状態になります。

nanoPartica 
SZ-100V2

シングルナノ粒子とゲル材料に。ナノの世界を解き明かす

XploRA series XGT-9000シリーズ

エクソソーム表面のタンパク質を蛍光標識することで、全粒子に対する
蛍光粒子の存在比率を求めることができました。

測定

粒子分散

凝集はほとんど見られない 加温により凝集物が増加
● 測定ご協力：東京大学大学院 工学系研究科 津本研究室
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■ 検出した粗大粒子画像

画像で凝集物の検出と解析少量の凝集物

画像解析ユニットのトリガー機能を用いることで、簡単に粗大粒子のみを
検出し、検出した画像より形状も確認できます。

画像解析ユニット

Liイオン電池材料 CMPスラリー カーボンナノチューブ

● 本測定は堀場製作所－産総研 粒子計測連携研究ラボにおいて行いました

粒子径・形状
パラメータ情報

ラマンスペクトル粒子画像
■  粒子径分布

■  画像データ ■  粒子抽出像

粒子
検出

Fe

Fe

わずかな異物
も検出！

エネルギー [keV]

カ
ウ
ン
ト

スペクトルよりFeのピークを確認
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