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世界最高水準
極微弱発光検出分光システム

早期劣化診断・開発期間の短縮早期劣化診断・開発期間の短縮

標準セル実物大

φ50mm

微量セル実物大

φ20mm

高分子素材高分子素材

食品・化粧品・製薬食品・化粧品・製薬 生化学生化学



 

化学特性の変化 
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一次構造、架橋の切断 
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一重項酸素アルコール
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OIT：Oxid on Indu on Time 酸化誘導時間 

加熱測定中のデータ解析方法 

サンプルが加熱されるに従い表面の過酸化物が分解され、上記
励起カルボニルからの発光が増えピークを迎える①。これが現
在サンプル中に存在する過酸化物量に相当する。　
その後大気中もしくは酸素中の測定の場合は加熱と酸素で酸化
反応は促進されるが、サンプル内の安定剤により発光は 均 衡 状
態となる②。　
安定座がすべてなくなると酸化が急激に進み、再び著しい発光
が再び現れる③。その時の時間④をOIT(Oxidation Induction 
Time酸化誘導時間）と言う。OITで安定剤の評価をすることも可
能である。　
なお、窒素中の測定では①のピークの後に発光は現れない。

(Peracids [RC(=O)OOH] )

酸化反応由来発光現象
物質は酸化すると内部に酸化物を生じます。酸素原
子（O)を2つ持つ過酸化物は酸化の中間過程において
生じ、分解過程で微弱なフォトンレベルの発光を生
じると言われています。発光物質は分解される際に
生じる、励起物質（励起カルボニル（C=O*）や一重項
酸素（ 10 2））で、それらが基底状態へ戻る際に光エネ
ルギーを放出します。従って微弱発光を測定するこ
とで試料の酸化劣化度を測定することが可能です。
他の化学特数では測定不可能な初期の微量な酸化度
測定が可能です。

自動酸化機構と発光現象

微弱発光測定装置ではサンプル表面に生成され
た過酸化物を試料室内で強制的に加熱分解する
ことにより発生する微弱光を測定して酸化反応
を検出します。

剤



 

 

分類 サンプル 目 的

高
分
子

樹脂、塗料、フィル
ム、ゴム、ポリマー
、 、 など）、

包装材料、接着剤
など

早期劣化診断、開発期間の短縮
• 新素材開発時の酸化安定性評価
• 添加剤の効果判定、酸化安定性評価、スクリーニング
• 購入材料の受け入れ検査
• 出荷製品の品質管理
• 成型加工条件の検索（温度、雰囲気など）
• リサイクル材の評価
• 次元発光画像測定による劣化部位、酸化過程の確認多検体同時測定
• 電子照射、表面処理過程のモニター

食
品
・
化
粧
品
・

薬
各種食品（油、ビー
ル、米、お茶、健康
飲料等）、化粧品類、
抗酸化物質

食品、化粧品類、薬の早期劣化評価
• 製造工程における酸化劣化管理 ・材料の受け入れ検査
• 出荷製品の品質管理
• 新規抗酸化物質のスクリーニング、最適濃度、組合せの検討
• 微量成分の検出（微量過酸化物、カテキン、過酸化水素など）
• 次元発光画像測定による劣化部位、酸化過程の確認多検体同時測定

生
化
学

血液、臓器、皮膚、
細胞、植物、種子、
薬など

生体試料の発光と疾病研究
• 血中過酸化物測定 ・生体ストレス検出（透析、薬剤、光照射等）
• 抗酸化物質や各種薬剤の効果判定
• 高感度蛍光検出によるがん診断、蛍光マーカの高感度検出
• 次元発光画像測定による劣化部位、酸化過程の確認多検体同時測定

ポリカーボネートのリサイクル材の
発光比較 

食用揚げ油の酸化特数と 
化学発光量との相関 

サンプル 食用油  

測定条件 60℃ 空気 

サンプル  
測定条件 150 ℃ 窒素 

サンプル 
 

  
ポリエチレン+以下の安定剤
１ なし　２ lonox220
３ Etanox330 ４ lrganox1010 

 
   

測定条件 150 ℃ 酸素 

酸化誘導時間の測定 
(Oxidation Induction Time：OIT) 
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サンプル 100℃で熱劣化
（72～312時間）

 
 

測定条件 160 ℃ 酸素 

カーボンブラック入り天然ゴムの発光 
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日本製と外国製のPPの発光 

サンプル 50時間促進劣化させた 
ポリプロピレン 

測定条件 180℃ 窒素 

CCDカメラによる安定剤の耐熱効果測定 

サンプル 
上：PPのみ  （1 ペレット） 
右下：PP+Irganox1010（0.5％） 
左下：PP+Irganox1010（1.0％） 

測定条件 200℃ 酸素 

測定開始から約1時間後の画像 

リサイクル回数 0回、1回、2回、3回、4回、
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微弱発光計測の応用範囲

測　定　例



各部名称

装置の原理

微弱発光検出装置は光電子増倍管（PMT）
とサンプルステージ、温度制御装置、分光計
およびデータ処理システムにより構成さ
れております。PMTを低温（電子冷却装置）
にして雑音を低減する事で、超高感度測定
が可能です。

サンプルは50mmΦのサンプルチャンバー
に収まるものであれば試料の形状（固体、
液体、気体、粉体）に影響されることなく測
定できます。大型のサンプルの場合や特殊
冶具内蔵が必要な場合は試料室の特注対
応も可能です。

世界最高水準の
高感度発光計測装置

 

メイン電源

メインディスプレイ

セル蓋

サンプルシャーレ

ガスフロー（出口）

試薬注入口

ガスフロー（入口）

メイン
ディスプレイ

温度表示
シャッター開閉

カウント表示

エラー表示
アッテネーション

Auto Zero/Maker



測定モード

分光測定

波長分離していないトータル発光量測定では、
試料からどのようなフォトンが放出されているか
分かりません。そのため、化学発光計測装置の
高度利用には、図に示した様に、物質からどのよう
な波長の光が放出されているかを知ることが重要
です。最近注目されている活性酸素によって惹起

される酸化過程を調べる場合、物質固有の発光で
あるのか、酸素を基質とする間接的な発光である
か、などの多くの情報が得られます。装置には波長
を選択する分光フィルターが20枚組み込まれて
おり、分光測定が可能です。フォトンレベルの分光
装置としては世界でも唯一の製品です。

1秒ごとに全波長の発光量を計測し、モニター。
発光ピークの高さ、傾き、時間やトータル面積
などで酸化度を判定。
測定時間は最長で10日間の測定が可能です。
OPTIONで任意のフィルターを入れて特定波長
の測定を行うこともできます。

装置に内蔵されている分光フィルター（ハイパス
フィルター）を自動で回転させながらスペクトル
測定を行います。
発光スペクトルより発光メカニズムの解明や発
光種の違いなどを見ることが可能となります。

世界で唯一のフォトンレベルの光検出装置

① 輝度測定（CL Intensity） ② スペクトル測定（CL Spectrum）



 

 

製品名・型名 加熱試料室 
CLS-ST3 

昇温試料室 
CLS-SH1 

撹拌試料室 
CLS-MX3 

フロー試料室 
CLS-FL 

最大サンプル大きさ 50mm×10mm(H) 20mm×5mm(H) 50mm×10mm(H) 内径 0.5mm 
フロ－チューブ 

加熱温度 室温～160℃ 
（Op n：220℃） 室温～350℃ 室温～100℃ 室温～50℃ 

付属機能 雰囲気置換 
試薬注入 

昇温機能 
雰囲気置換 

雰囲気置換 
サンプル撹拌 
試薬注入 

注入2ポート 
ドレイン1ポート 

寸法・重量 

W221×D357×H121mm 約4kg W221×D357×H121mm 約4kg W221×D357×H121mm 約4kg W221×D357×H121mm 約2kg 

※他にもレーザ試料室、マルチ試料室、特殊試料室などもございます。 

品 名 CLA-FS4 CLA-ID4 CLA-FL CLA-IMG3 

写 真

検出方式 シングルフォトンカウンティング法（単一光子計数法）光電子増倍管（フォトマル）使用 超高感度 カメラ使用

検 出 波 長 ～ （中心波長 ） ～ （中心波長 ） ～

測 定 項 目
①発光輝度（ ）
②発光スペクトル
（ ～ 分解能）

発光輝度（ ） ①発光画像
②発光輝度（選択範囲内）

最少測定時間
（ ） 秒、秒、 秒 秒、 秒 秒～秒

分光フィルター 枚内蔵
（ ～ ： ごと） なし

タッチパネル
表示項目

①発光量 ②試料室温度 ③試料室設定温度 ④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧試料室開閉状態 ⑨シャッター開閉状態 なし

適合試料室

通信機能 ポート（ ）専用プログラム使用 なし

寸法・重量 約 約 約 約

試料室

測定装置仕様



回折格子

CCD

特殊仕様装置

CCDカメラ装置

高感度CCDカメラにより微弱
光の画像測定が可能。酸化劣化
部位の分布や劣化程度を画像
で確認できます。
加熱、雰囲気置換、レーザ照射
も可能。

光電子増倍管（PMT）
＋大型特殊試料室タ
イプ：

CCDカメラタイプ：

CCDカメラ＋大型特
殊試料室タイプ：

2台のCCDカメラを組み合
わせ、切り替えることで高
感度2次元発光画像測定と
瞬時測光方式発光スペクト
ル測定を1台の装置で実
現。また多検体試料室と組
み合わせることで全自動で
多検体長時間測定が可能。

近赤外領域対応特殊
光電子増倍管（PMT)
タイプ：

特殊実験系を組み込み、
高感度に発光現象を捉
えることが可能。通常試
料室もセット可能。

特殊実験系を組み込み、
2次元画像の発光現象を
捉えることが可能。写真
はレーザおよび通常試
料室をセットした状態。

一重項酸素特異的な
1270nmの光を捉える
ことが可能。

高精度な回折格子とCCD
カメラを組み合わせ、1秒
以下の発光スペクトル測
定を実現。

微弱発光画像計測装置　CLA-IMG3 瞬時測光スペクトル測定装置　CLA-SP3

数多くのユーザーのご要望、実験系にお応えした特殊装置も製作します。

H2O2 ＋NaOCI による
一重項酸素の発光スペクトル

10 年経過ケーブルの測定結果
5min 後 10min 後実像

東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻
祖山研究室様向け ものづくり中小企業製品開発等支援補助金にて開発

東北大学未来科学技術共同研究センター
庄子研究室様向け 通産省創造技術研究開発補助金にて開発



加温・加湿機能付
オゾン／UV表面処理装置

その他用途
1.細胞アレイ・プロテインアレイの製作
2.機材の表面除菌
3.濡れ性の制御（親水化）・吸着特性の制御

製品仕様
型 式
槽 内 寸 法
外 形 寸 法
質 量

構 成

処 理 時 間

EKBIO－1100
W240×H170×D175（mm） ／ 有効寸法　W150×H80×D150（mm）
W615×H310×D400（mm）
約27kg（本体）
オゾン発生ランプ（6W×2本）、放電式オゾン発生器、オゾン分解器、
予熱用ヒ－タ（壁面）： 室温～４０℃まで設定可能（加温のみで冷却はできません）
加湿用ヒ－タ（底面）： 室温～４０℃まで設定可能（加温のみで冷却はできません）

荏原実業株式会社　計測器・医療本部　計測器営業部

□東日本営業課　ej-ozone@ejk.co.jp
　〒２１５-００３３　神奈川県川崎市麻生区栗木２－３－１２　環境計測技術センター
　ＴＥＬ ： ０４４－９８１－０５６０　FAX : 044－９８１－０５６1

□西日本営業課　ozon-osaka@ejk.co.jp
　〒５４１-００４６　大阪市中央区平野町３－２－１３　平野町中央ビル5F
　ＴＥＬ : ０６－６２３１－３５２８　FAX : ０６－６２３１－2929

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります

http://www.ejooo.com販売元：

関連製品

オゾン・UVによる材質劣化試験オゾン・UVによる材質劣化試験

装置導入のご検討用にサンプル試験を実施しておりますので、下記までご連絡ください。

5つの特長

<材質劣化処理例>AFM・STM探針（銀）の酸化・劣化試験
試験条件：オゾン（800ppm）5分＋UV処理20分
目　　的：AFM・STM探針に付着した有機物をオゾン除去する際の、探針（銀）の酸化・
 　　       劣化度を確認するために使用。

結　　果：上記の試験条件では、黒い酸化物の生成が確認された。

1

2

3

4

5

放電式オゾン発生器

オゾン発生ＵＶランプ

予熱用ヒータ

加湿用ヒータ

オゾン分解器

（ＯＮ／ＯＦＦ設定が可能です）

（オゾンレスランプも使用可能です）

Before After

UV処理前に槽内のオゾン濃度を短時間で高めておく事が可能です。

185nmと254nmの紫外線照射により、オゾンを発生させラジカルの生成
を促進します。

槽内を加温する事により、安定した紫外線処理が行えます。

槽内の湿度を高める事により、反応を促進させます。

処理後の槽内オゾンを分解しますので安全です。

EOS-T432-4-002-01

オゾン導入（酸素パージ）時間：0～30分の範囲で設定可能です。
UV照射時間：0～120分の範囲で設定可能です。


