
薄膜密着強度測定機

Romulus

ロミュラス

スタッドピン              
　引張り試験

材料の応力・伸び度
　　・ひずみ

硬質材料の曲げ強度

コーティングの引き
       倒し強度

固定されたダイ等の
    せん断強度

フレキシブル基盤の
      剥離強度

硬質基盤の剥離強度

複合材の接着強度

Romulus は薄膜など各種材料の表面に関す
る強度試験・評価の為のコンピュータ制御の
テスターです。様々な形態の密着強度測定、
薄膜製造のマイクロエレクトロニクス工程検
査、材料の性質検査、各種コーティング膜の
試験等、表面の密着強度を簡単に評価できる
世界標準機器です。

薄膜密着強度測定



本体機能(電源100V1個, USB2.0ポート1個)と制御・測定用ソフト
ウェアをインストール済のノートパソコンで構成されています。

■　カラーフィルター, レジスト, Low-k膜,

      薄膜太陽電池, 酸化膜, メッキ膜, DLC膜,

      電解・無電解膜等の薄膜密着強度

■　複合基板の密着強度

■　コーティング引き倒し強度

■　固定されたダイ等のせん断強度

■　フレキシブル基板の剥離強度



柔らかな基板にはセラミック製バッキング
プレートを使用してピンを固定できる。

測定チャート図 ( Stud Pull Coating Adherence 
TestによるStud Pin(2.7mm)  使用時のForce Chart )

スタッド引張り剥離試験にはQuad社独自のスタッドピンを使用し、熱を加えてサンプル試料上にスタッド
ピンを固定します。スタッドピンはエポキシ接着剤付きのものと接着剤が付いていないものがあり、サイズ
や素材もいろいろ選べます。脆い基板にはセラミック製のバッキングプレートを使用することで測定が可能
になります。 固定する為のクリップや取付治具などを利用するとより正確な測定が可能です。

サンプル

スタッドピン

クリップ

バッキングプレート

( エポキシ接着剤付きスタッドピン使用の場合 )

★測定チャート図は横軸：時間、
　 縦軸：荷重量を示します。
　 荷重は測定荷重( kg )と同時に 
　 ピンの接着面積から換算した 
　 単位面積当たりの荷重 ( 強度,
　　kg/cm  )を表示します。
　 スタッドピンがサンプルから
    分離すると測定荷重が急激に 
　 減少する為、それを検出して
    自動的に測定終了となります。

( 長さ12.7mm ) ( 長さ12.7mm )

( 長さ38mm )

 

( 長さ38mm )

( エポキシ接着剤付 )

 3.8mm角  ( 900分割 )

 6.4mm角  ( 324分割 )

 7.2mm角  ( 225分割 )

 8.0mm角  ( 196分割 )

 9.5mm角  ( 144分割 )

11.4mm角     

12.7mm角   ( 81分割 )

15.2mm角   ( 49分割 )

15.2x5.1mm (147分割 )

19.0mm角   ( 25分割 )

22.0mm角   ( 20分割 ) 

 

スタッド取付け治具

1. 測定サンプルにスタッドピンを接合する。 ( 図Ａ, Ｂ ) 

●マウントクリップや取付け治具を使用

    して垂直に固定する。( サンプル母材

    が脆い場合バッキングプレートで補強 )

2. 図Ｂを150℃のオーブンで1時間加熱する。

3. 常温になるまでそのまま冷やす。

4. スタッドピンと一体化したサンプル( 図Ｃ )

　 を装置に挿入する。( 図Ｄ )

5. 制御ソフトにより測定パラメータを設定する。

6. 測定開始 ( スタッドピンを下方向に引っ張り

　 荷重を加えていく。)

図Ａ

図Ｂ-2

図Ｃ

図Ｂ-1 ⇒

図Ｄ

( 長さ38mm )

径2.7mm 接着剤付　Al製

径1.3mm 接着剤付　銅製

径1.8mm 接着剤付　銅製

径4.1mm 接着剤付　Al製

径5.2mm 接着剤付　Al製

径5.8mm 接着剤付　Al製

径7.1mm 接着剤付　Al製

901106U

901106B

901106M

901106SS

径2.7mm Al製

径2.7mm 真鍮製

径2.7mm モネル

        　　 合金製

径2.7mm SUS製

901160U

901206U

901230U

901280U

径4.1mm Al製

径5.2mm Al製

径5.8mm Al製

径7.1mm Al製

901160

901206

901230

901280

径1.3mm 銅製

径1.8mm 銅製

( 長さ38mm )

・スタッド取付用治具
・プラテン/ロングノーズ  
　  プラテン( 38mm用 )

スタッド引張り剥離強度測定の方法及び消耗品

P/N P/N P/N バッキングプレート

901150

901250

901285

901315

901375

901450

901500

901600

901602

901748

901866

測定手順

その他

消耗品

手で押さえてマウントクリップを広
げてサンプル、スタッドピンを挟む

↓

サンプル表面

バッキングプレート

マウントクリップ

↓

スタッドピン

↑

エポキシ接着剤付スタッドピン

901050U

901070U

901050

901070

901106

スタッドピン
(接着剤無し）

901568

901395

901106

901050

901070用

901160

901206

901230

901280用

＊エポキシ接着剤付スタッドピン及びバッキングプレートの保管には冷凍保存(家庭用冷凍室可)が必要となります

P/N

Romulus

マウントクリップ

( 100分割 )
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Flexure Breaking 
Point Test

Tensile Strength 
Test      

Tensile Breaking 
Point Test

硬質材料の曲げ強度
たわみ特性、薄膜剥離
ひずみ強度

コーティングの引き倒し
強度、薄い板のせん断強度

硬質/フレシブル基板の
剥離強度

硬質基板剥離強度 フレシブルな基板の
剥離強度

硬質基板に固定された
コンポーネントまたは
ダイのせん断強度

Stud Pull Coating 
Adherence Test

レジスト膜、めっき膜、
DLC膜等の薄膜密着強度

スタッド引張り剥離強度測定の他、モジュールの交換で6種類の試験ができ、Pull Up Gallows 
プラットフォームを使用して各種形状の基板の剥離強度測定が可能です。

Option Modules

Pull Up Gallows Platform (0.5g-11kg)

Pull Down Breaking Point Platform (100kg Std.,200kg opt.)
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複合材の接着強度 ワイヤーの伸び度
ワイヤー、繊維などの
ひずみと強度

180° Flexible/Rigid  
 Substrate Peel Test

90°Rigid Substrate 
Peel Test

90°Flexible Substrate 
　Peel Test 

Tipple Tear Test 

Shear Test 
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本膜厚モニターを用いることにより様々な薄膜の厚みを非接触でしかもリアルタイムに測定を行う
ことが可能です。1nm の分解能で10nm～50μm までの膜厚を測定できます。

測定サンプルより反射される白色光の干渉パターンを観測し、薄膜材料の物性値を用いることによ
り光学膜厚へと変換されます。単層膜の場合、材料の ｎ値（屈折率）及び ｋ値（消衰係数）が予め
分かっていれば、膜厚を算出することが可能です。

専用ソフトウェア： AvaSoft-Thinfilm は、一般的によく使用されるマテリアルやコーティング材料（レ
ジスト、酸化物、窒化物、ポリイミド、セルギャップなど）の ｎ値（屈折率）と ｋ値（消衰係数）がデータ
ベース化されており、測定対象物に応じて選択することが可能です。

分光器
AvaSpec-ULS2048CL-EVO

Grating UA(200 ～1100nm), DCL-UV/VIS,                    
100μm slit, OSC-UA

膜厚 / 分解能 10nm ～ 50μm ,   分解能 :  1nm

ソフトウェア AvaSoft-Thinfilm

光源 AvaLight-DHc (重水素ーハロゲンランプ）

ファイバー 反射プローブ: FCR-7UVIR400-2-ME, 2m, SMA

膜厚測定



測定用途に応じてスリット幅の変更ができ

正しい計測が可能な究極の分光器。

感度とスループットのどちらを優先するかを

スリットの交換で測定毎に選択可能。

●AvaSpec-ULS の各タイプ , Avapec-HERO,　
　 AvaSpec-NIR の各タイプに対応
●スリットサイズ :  25,50,100,200,500μm

●最大 10ch 構築可能、 Ch 毎に独立稼働　　 
●Ch 毎に違う波長や露光時間の設定が可能

産業用プロセス制御や多角的 ・ 広域計測に最適。

Fiberoptic Spectrometer

ファイバー入射型分光器システム

高感度 ・ 高波長分解能 ・ 高速応答 ・ 低ノイズ2

AvaSpec

 Avantes社（オランダ）は小型高性能ファイバー入射型分光器を開発して25年以上経ち、さらに進化した高性能型、
超小型高分解能型等、次世代に対応する進化型分光器を開発し続けています。 新開発のエレクトロニクスボード
(AS-7010)により、USB3.0超高速通信・ギガビット伝送並びに低ノイズが実現し、高NA: 0.13の高感度光学ベンチと
TE冷却背面照射型CCDディテクタ使用で高感度・高波長分解能分光器(AvaSpec-HERO)が誕生しました。 また
最新のCMOS技術を駆使したCMOSディテクタを採用し、USB3.0超高速EVOシリーズと組み合わせたCMOS制御・
超高速分光器が登場しました。さらに超高速マルチチャンネル分光器（<10ch) は産業用プロセスコントロール等の
広帯域や多角的な計測のニーズに有効です。標準・万能型も波長分解能が向上しスリット交換に対応しています。　　                                   
  全ての分光器本体に標準ソフトが付属する他、用途に応じたアプリケーション専用ソフト等を供給いたします。
また豊富な校正用光源やファイバー、アクセサリーは勿論のこと、カスタム反射プロープ等の特注も一本から
承り最適な測定システムを構成することが可能です。

ファイバー入射型分光器

(175x127x44.5mm, 1180g)
AvaSpec-ULS2048XL-EVO

標準仕様

AvaSpec-ULS2048/2048L/3648
(175x110x44mm, 716g)

(95x68x20mm, 174g)

AvaBench-75-ULS/ULSTEC
(120x91x21mm, 350g)

AS-5216

(162.5x100mm, 97g)

AvaBench-50/100TEC

(120x91x62mm, 760g)

AvaSpec-HS2048XL-EVO

(250x179x144mm, 3.6kg)
　AvaSpec-ULS2048LTEC

AvaSpec-UV/VIS/NIR(Broadband)
(250x144x179mm, 4.1kg)

AvaSpec-Dual/multi Channel
(175x165x85mm, 1.8kg)  (Rackmount)

(100x130x40mm, 875g)

3.0超高速 /1GbpsETH

(177x127x44.5mm, 1135g)
　AvaSpec-ULS2048L-EVO

CMOS ディテクター

(175x110x44mm, 716g)

(175x165x85mm, 1950g) (177x127x44.5mm, 1.2kg)

　AvaSpec-ULS2048x64-EVO

AS-7010
(162.5x100mm, 97g)

AvaBench-37.5-HS
(95x152x42mm, 722g)

EVO シリーズ ・

(177x127x44.5mm, 1135g)

　AvaSpec-ULS2048/4096CL-EVO

AvaBench-100HSC
(120x125x109mm, 1500g)

AvaSpec-RS(Slit kit)

AvaSpec-Multi-Ch

3-4Ch(315x235x135mm) 
5-10Ch(315x445x135mm) 

(185x145x185mm, 3.5kg)

　AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO

(95x68x20mm, 185g)
AvaBench-75-MN
(94x67x19mm, 164g) (AS-5216/7010 用回路付 )

Developer kitsAvaSpec-Mini2048/4096CL 

AvaSpec-NIR256/512-1.7-HSC-EVO 

(185x145x185mm, 3.5kg)

ユーザーのリクエストに応える形で創られた

分光器で、 蛍光計測、 ルミネッセンス計測、

ラマン計測等、 通常より高いパフォーマン

スを要求されるアプリケーションに対応。

AvaSpec SensLine AvaSpec StarLine

標準万能型しかも高波長分解能が得られ、

カラー ・ 反射 ・ 発光 ・ 膜厚等各種計測に対応。

EVO+CMOS 制御の最新型は高速多チャンネル

システムにて産業用プロセス制御に最適。

AvaSpec NIR Line

新開発の TEC 冷却ディテクターによりノイズ

が飛躍的に削減し、 光の少ない環境下で

の計測や蛍光計測、 プラスチック成分分析、

太陽光発電用モニターの発光測定等に対応。

AvaSpec-CompactLine OEM Spctrometers

光学ベンチは UV/VIS 用、 NIR 用の各種

計測に対応。 マイクロプロセッサボードは

測定に応じてディテクターやソフトウェアと

組合わせて自在な使用が可能。

●波長域                 200-1100nm
●最小波長分解能    0.09nm

●波長域                    200 -1160nm
●迷光                       0.04-1％
●UV 量子効率            60％ （200-300nm)
●S/N 比                　 1200 : 1 (HERO)
●最小波長分解能   　  0.06-20nm  

●波長域                    200-1100nm
●迷光                       0.04-1 ％
●S/N 比　　         　    300 : 1
●最短露光時間          9μs (4096CL-EVO)
●最小波長分解能       0.05-20nm  

　AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO

●波長域                    900(1000)-2500nm
●迷光                       <1 ％
●S/N 比 （LN)            5000 : 1
●最短露光時間          10μs   
●ダイナミックレンジ     9000 : 1 (1.7-EVO)

●ダイナミックレンジ  3000 : 1
●迷光                     <0.2％　　

●光学ベンチ波長域   :　 200-1160nm
　　  　　　　　　         　 :   1000-2500nm (NIR)
●マイクロプロセッサボード ： 16 ビット A/D, コンバータ
　　USB3.0/1GbpsETH,100 Mpixel メモリー保存 (AS-7010)

新開発 ・ 次世代進化型
NEW

●最小露光時間        30μs

　AvaSpec-NIR256/512-1.7-EVO 
(185x100x184mm, 2.7kg)

AvaSpec-Fast AvaSpec-HERO(-HSC1024x58TEC-EVO) 
(185x161x185mm, 3.5kg)

(185x145x185mm, 3.5kg)
NEW

NEW

(185x160x184mm, 3.6kg)

4096(2048) ピクセルの最新 CMOS リニアディテクタ

制御と高性能光学ベンチで高パフォーマンス実現！

更に 256 ピクセルの InGaAs ディテクタと組合わせた

超小型近赤外分光器が新登場！温度安定性に優

れ LIBS や研究開発用 OEM、 食品分別に最適。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

AvaSpec-EVO-Multi-Ch 

NEW

AvaSpec-Mini-NIR 
NEW

900-1750nm
665,000( 感度）
7500 : 1
1 ％
10μs

AvaSpec-Mini-NIR AvaSpec-Mini4096CL 

NEW

NEW



次世代進化型分光器 (EVO/CMOS)

4096(2048)pixels の最新 CMOS リニアディテクタ制御と迷光の少ない光学ベンチで高パフォーマンスを実現。 温度安定性 ・

波長安定性に優れ、 研究開発用 OEM や組み込みに最適で応用は無限大

超小型 CMOS 制御 ・ 高パフォーマンス型

高速の標準万能型で高パフォーマンスが得られ基本的な計測は勿論のこと多チャンネルシステムに対応。 高解像度 4096pixels の

CMOS ディテクタを搭載して迷光の殆どない環境で最小露光時間にて計測が可能

感度 (counts/μW per ms) 曲線 （StarLine) 感度曲線 (SensLine) 感度曲線 (NIR Line)

ディテクター

グレーティング効率

*  

グレーティングは波長間の間隔を決め、 スリット
は光が通過する幅を制限するのでファイバーコア
径と共に波長分解能に影響する

AvaSpec-ULS4096CL-EVO 標準 ・ 万能型　　

1200 Line/mm Glating600 Line/mm Glating

スペクトルレンジとグレーティングを選ぶことで最適な計測が可能

●波長分解能 ： 0.05 ～ 20nm
●S/N 比　　　 ： 335 : 1
●露光時間　　:  9μs ～ 40s 
●迷光           
●感度           :  218,000(counts/μW per ms)

(200-1100nm)

ULS75mm 光学ベンチ , CMOS ディテクタ
の EVO タイプにより高速で高波長分解
能の計測が可能な万能型

EVO シリーズ

CMOS 制御

●  ダイナミックレンジ ：   3300 : 1
●　S/N値                 : 　330 : 1
●　寸法：　95 x 68 x 20 mm, 174g

CMOS 制御 ・ 高速 ・ 高波長分解能型

●  光学ベンチ ：  F=75mm-MN, 迷光<0.2% 
●  波長分解能：　0.09-nm　
●　露光時間   ：  30μs～50s
 

●  ダイナミックレンジ ： 　4000 : 1
●  迷光                   ：　 0.19-1.0％
●  S/N値                 : 　 335 : 1

●  光学ベンチ ： F=75mm, 迷光<0.2% 
●  波長分解能： 0.05-20nm
●  露光時間   ： 9μs～40s　(4096CL)　

高速 ・ 高感度 ・ 高波長分解能型

●  ダイナミックレンジ ： 　40000 : 1
●  迷光                   ：　 0.5-1.0％
●  S/N値                 : 　1200 : 1

●  光学ベンチ ： F=100mm, NA : 0.13 
●  波長分解能： 0.2-7nm
●  露光時間   ： 5.2ms～60s　

EVO と高性能 TE 冷却 CCD 背面照射型ディテクタ制御とのコンビで低ノイズ ・ 高 S/N 値 ・ 高ダイナミックレンジを実現

非冷却近赤外高速 ・ 高感度型

EVO と TE 冷却 InGaAs リニアーアレイ 2 ステージディテクタにより 2500nm 迄の中赤外域で低ノイズ ・ 高感度の計測を実現

高速 ・ 超高感度型

高感度光学ベンチを採用し EVO と CCD 背面照射型ディテクタ制御により超高感度 ・ 高ダイナミックレンジを実現

●  光学ベンチ ： F=37.5mm, NA : 0.22 
●  感度： 1,250,000 (counts/μW per ms)
●  露光時間   ： 2μs～600s　

●  ダイナミックレンジ ： 　14900 : 1
●  UV量子効率        ：    60％
●  S/N値                 : 　 525 : 1

EVO と InGaAs リニアーアレイディテクタにより 1700nm 迄の近赤外にて超高感度 ・ 高ダイナミックレンジ ・ 最短露光時間を実現

●　光学ベンチ ： F=50mm, NA : 0.24
●　感度：8,200,000（count/μW per ms) (HS)
●  露光時間   ： 10μs～20s (LN)

●  ダイナミックレンジ ：   9000 : 1 (LN)
●　S/N値                
●  HSモードとLNモード切換えが可能

●　光学ベンチ ： F=100mm, NA : 0.13
●　感度： 990,000（count/μW per ms) (HS)
●  露光時間   ： 10μs～100ms (LN)

●  ダイナミックレンジ ：   5100 : 1 (LN)
●　S/N値                
●  HSモードとLNモード切換えが可能

近赤外高速 ・ 高感度型

波長分解能 （Glating & Slit)　

:  0.19 ～ 1.0%

  ：   5000 : 1 (LN)

： 　3700 : 1 (LN)

超小型 InGaAs 制御 ・ 近赤外高感度型

ディテクタのタイプ

 により各モデルの

特長があり 用途に

応じた計測が可能

AvaSpec-Mini2048/4096CL 

AvaSpec-HERO (-EVO)

AvaSpec-ULS2048/4096CL-EVO

AvaSpec-NIR256/512-1.7-EVO 

新開発エレクトロニクスボード (AS-7010) により USB3.0(5Gbps) 高速通信、 LAN 経由 1GbpsETH 直接遠
距離データ伝送、 メモリー (100Mpixel) 内部保存機能、 外部トリガー機能、 多チャンネル構築など実現

最新の CMOS 技術でブルーミングやスミア現象が生じることなく、 高度な信号処理により低ノイズで
CCD センサと同等の感度や波長分解能が得られ費用効果も大きい

◆光分析 ◆環境計測 ◆化学実験　
　　　　　　
◆ラマン分光 ◆LIBS◆プラズマ計測
　　              
　

◆産業用プロセスコントロール

◆光の少ない環境での蛍光計測

◆ラマン応用分光　
(200-1160nm)

(200-1100nm)

(200-1100nm)

AvaSpec-HS2048XL-EVO

◆拡散反射計測 (UV,VIS,NIR)

◆蛍光計測　◆ルミネッセンス計測　

◆カラー計測 ◆環境計測 ◆ラマン
　分光◆化学実験　◆応用計測 

(200-1160nm)

(900-1750nm)

(1000-2500nm)

AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO 

◆水分含有量の計測　

◆液体 ・ 個体 ・ 粉体のインライン計測　

◆プラスチックの成分分析　

◆太陽光発電用モニターの発光測定　

256pixels の InGaAs ディテクタと迷光の少ない光学ベンチをコンパクトに統合し、 超小型で近赤外高パフォーマンスを実現。

温度安定性 ・ 波長安定性に優れ、 研究開発用 OEM や組み込みに最適

●  ダイナミックレンジ ：  7500 : 1 (LN)
●　S/N値                 : 　5000 : 1 (LN)
●　寸法：　95 x 68 x 20 mm, 185g

●  光学ベンチ ：  F=75mm-MN 
●  感度：665,000（count/μW per ms) (HS)
●　露光時間   ：  10μs～5s　(LN)
 

AvaSpec-Mini-NIR256-1.7 

◆食品分析 ◆産業用リサイクル分別
◆微弱光計測 ◆プラスチックの分析 

(900-1750nm)



　　　アバンテス社の光源はあらゆる計測用途に対応するNIST準拠の校正・計測用基準光源です。 重水素・
      ハロゲンのコンビネーションタイプなど多彩なラインナップの光源が、校正データ付きにて供給されます。

基準光源

波長帯域 光源のタイプ 型式

　

AvaLight-HAL-S-MINI

 AvaLight-DH-S-(BAL)  

 AvaLight-D-S

 AvaLight-DHc 

 AvaLight-HAL-CAL-MINI 

AvaLight-LED  

 AvaLight-CAL-MINI  

AvaLight-DH-CAL

AvaLight-XE-(HP)

AvaLight-HAL-S-Mini AvaLight-DHc   AvaLight-DH-S /AvaLight-DH-CAL

光ファイバー

◆反射プローブは試料に直接挿入できるタイプや粉
　や流動体に適したタイプ等各種取り揃えています。　

ファイバー及び反射プローブ

SMA905

標準ケーブル

AvaSphere は光を集積して測定するオリジナルなシンプル構造の
積分球で、LED等の全発光測定や蛍光分光の反射測定に便利です。

AvaSphere-50-REFL

小型積分球

コーティングではなく独自の
高反射ディフューザー素材で
250nm ～ 2500nm において
92％（＜ 2000nm まで96% ）以
上の高い反射率が得られます。

サンプルポートはナイフエッジになって
おり、サンプルポートからの入射角180 °
と幅広いアプリケーションに対応します。

発光測定用  AvaSphere-IRRAD 反射測定用  AvaSphere-REFL

ＬＥＤ、レーザ、ハロゲンランプ等光源
の計測用 (LED 用アダプター有り )

計測ポート 計測ポート

カラー計測、蛍光分光等多彩な用途用
光源用SMAポート付、吸収素材コート　

反射測定用 5Wハロゲン
光源内臓型 (内径50mm)
小型積分球 (360-2500nm, 
サンプルポート内径10ｍｍ）

 AvaLight-D-S-DUV

 AvaLight-CAL-CAD/Zinc  

AvaSphere-50-LS-HAL

便利な各種アクセサリー

Collimating Lens

Fiber Optic MultiplexerAvaTrigger 

In-Line Flow Cells Micro Flow Cells

◆吸収 ・ 透過計測、 蛍光計測等に便利なフローセルです。

◆キュベットホルダー、 アッテネータ、 フィルター
　ホルダー等が揃い、 計測がより簡単にできます。

Beam Splitter 

◆直付けビームスプリッター、 コリメートレンズ、 DA
シャッターは各種の応用計測にとても便利です。

◆波長域 ： 200-1100nm での比較
・ 分光器 ： AvaSpec-3648( 波長分解能 :1.4nm)

・ 光源 ： AvaLight-DHc

・ ファイバー ： FC-600UV2-ME,FC-600IR-2-ME

・ 露光時間 :16.17ms, アベレージング ： 31

・ 分光器 ： AvaSpec-256NIR-1.7( 波長分解能 :6nm)

・ 光源 ： AvaLight-DHc

・ ファイバー ： FC-600UV2-ME,FC-600IR-2-ME

・ 露光時間 :25.67ms, アベレージング ： 19

◆波長域 ： 1000-1750nm での比較

→ →

Fiber Optic Switch

AvaTripod 

◆トリガーボックス、 多点計測用多重変換器など、
　各種の応用計測にとても便利です。

◆光ファイバーケーブルは４種類の内
　 Kevlar reinforced PVCが標準品で、
　 波長域に対応するコア径から選べます。

FC: 標準ケーブル
FCR: 反射プローブ

FCB: 分岐ファイバー
FDB: ディププローブ

◆計測の種類に応じて4種類揃えています。
◆ファイバーの接続部は
　　SMA905 が標準で、
　　ST と FC/PC に替える
　　ことが可能です。

Direct Attach 
Shutter

計測用途      

AvaSphere

真空紫外(DUV)               　　

カラー (VIS/NIR)     

紫外 (UV)                        

反射 ・ 吸収　　      　　　 215 - 2500nm         重水素 / ハロゲン

吸収 (UV/VIS/NIR)          

紫外 / 可視 (UV/VIS)      
蛍光　　　　　　　　          　制限無し　　 　       ＬＥＤ

波長較正　　　　　       　 253 - 1704nm      水銀アルゴン / ネオン / アルゴン

波長較正　　　　　       　 200 -  700nm          亜鉛 / カドミウム

発光較正　　　       　　　 360 - 2500nm         タングステン  ハロゲン

発光較正　　　　　　        200 - 1100nm         重水素 / ハロゲン

光源の波長分布図

AvaSphere  -30  -50 -80   

6   10   15 サンプル

内径 mm

内径 mm

外形 mm      59.5  69.5  109
高さ  mm        40    60    95

 30   50   80

360 - 2500nm         タングステン ハロゲン

190 -  400nm          重水素　　

 200 - 2500nm         重水素 / ハロゲン

215 -  400nm          重水素

200 - 1000nm         キセノン

光ファイバーの比較

光源用ポート

サンプルポートサンプルポート

バッフル バッフル

Cuvette Holders & Attenuator

UV   　200-800    　50/800/1000
IR    　350-2500        　　 8
UVIR  200-2500 　100/200/400/600

波長 (nm) コア径 (μm)



UV/VIS　吸収・透過測定 

発光測定

カラー測定

LED測定

■AvaSpec-ULS2048CL-EVO  又は AvaSpec-ULS2048 （万能型）
■AvaSoft-Full&Color, AvaLight-HAL, 反射プローブ又は積分球

(360-780nm）

■Avasoft-Full & IRRAD, IRRAD-CAL-UV/VIS, AvaSphere-IRRAD

■AvaSpec-ULS2048CL-EVO   又は AvaSpec-HERO

■AvaSpec-ULS2048CL-EVO　

■AvaSoft-Full & CHEM, AvaLight-DH-S-BAL, ディッププローブ

■AvaSpec-ULS2048CL-EVO(UV/VIS), AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO(NIR) 　
■Avasoft-fULL & IRRAD, IRRAD-CAL-UV/VIS, Cosine Corrector 又は AvaSphere -IRRAD

膜厚測定

■AvaSpec-ULS2048CL-EVO 又は AvaSpec-ULS2048L 　
■Avasoft-Thinfilm 又は TFProbe, AvaLight-DHc, 反射プローブ , 薄膜ステージ

蛍光計測

■AvaSpec-HS2048XL-EVO 　
■AvaSoft-Full,  AvaLight-LED, FCR-UVIR200/600-2-IND

各種応用計測の構成

　アバンテス社の分光器は豊富なラインナップから機器を選択して、それぞれの計測・応用に適した各種のシステムアップが可能です。

2020.9

AvaSoft-full

AvaSpec は農作物、 地質、 生物医学、 大気、 化学等の各種計測の他、 LIBS、 蛍光計測など限りない応用に対応可能です。

●OSF-@305,395,475,515,550,600,850

●OSC,OSC-UA,UB,UC,NIR,
    HS(500/900/1000), HSC(300/600)  

●DCL-UV/VIS,   DCL-UV/VIS-200

ソフトウェア オプション

●DUV

2次光の影響を防ぐ為に取り付ける
Long pass filter

分光用の専用ソフト (Panorama)(Specline)、
その他 Interface DLL Package
(AvaSpec-DLL) 等もあります。

AvaLIBS (レーザ誘起ブレークダウン分光) ラマン分光測定

■Laser (785nm, 500mW, 100-3500cm  ), AvaSoft-Raman 

-1

■AvaSpec-2048L-TEC (785-1080nm, slit25, DCL-UV/VIS)

AvaRaman-532HERO-EVO

■Laser (532nm, 50mW,  100-3650cm  ),  AvaSoft-Raman
■AvaSpec-HERO(HSC1200-0.75 (535-660nm, slit25-FCPC )                                  

AvaRaman-785TEC

-1

AvaRaman-Bundle
   材料やラマン信号の強弱等状況により選べるNEWシステム

■AvaRaman-A   粉・水溶液等強いラマン信号用
■AvaRaman-B   長露光時間測定用 (TEC冷却分光器）
■AvaRaman-D   蛍光等微弱な信号用 (AvaSpec-HERO)

●DUV 波長測定用 N　パージφ4mm
2

2

Deep UV LED　　　D 光源2

Laser 波長測定

TEC冷却分光器とレーザを一体化したラマン分光器

*AvaSpec-HERO : 高S/N、高量子効率、高感度・高波長分解能分光器

■AvaSoft-AvaLIBS-Specline■AvaSpec-ULS2048/4096CL-EVO(1-10ch)　

高感度・高波長分解能分光器＋（ナノ秒レーザ）＋専用分光・解析ソフト

どんな物質でも発生するプラズマを紫外～近赤外まで迅速に計測可能

個体の組織分析

ガスの組織分析

外部トリガー機能

数秒で計測可能

すべてのAvaSpecに基本のソフト
AvaSoft -Basic が搭載されており、
WindowsPC上で基本操作、スペ
クトル表示、計測などできます。
AvaSoft-full はすべての計測に対応
できるソフトで、各種の応用には
専用のソフトが用意されています。

迷光を最小限にする光学ベンチに
さらに2次光の影響を防ぐ為に
取り付ける3mmフィルター

シリンドリカルレンズでディテクター
に直接取り付けると分解能を高める

UV域の2次光の影響を妨げ、感度を
高めVIS域のノイズを下げる為に
要なコーティング>150nm

 TEL:048-871-0067  FAX:048-871-0068

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17　

e-mail:voc@phototechnica.co.jp

https://www.phototechnica.co.jp

分光器背面にN パージを付けN2ガスを
入れるだけで簡単に(130-300nm)の
測定が可能　


