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■ 応用例

環境計測機器 ・ 色計測機器 ・ 生産ラインなど、さまざまな機器に組み込み、
現場でのリアルタイム計測を可能とした分光器/分光センサをラインアップしています。

インフラ診断 (トンネルなど) 土壌測定 (圃場) 畜産検査 (乳牛の乳房炎など) 農産物検査 (糖分など)

材料受入検査 色分析 (車の塗装状態など)

プラスチック選別 (リサイクル工場など)
繊維分別 (古着リサイクルなど)

従来型分析機器
採取した試料を前処理して、ラボレトリーにて分析

現場でのリアルタイム測定
試料採取～前処理が不要、 その場で調べることが可能

■ 浜松ホトニクスの携帯型簡易分析向け分光器 ・ 分光センサの位置付け

サイズ

波長

VIS
(640 nm)

NIR
(1050 nm)

NIR
(1700 nm)

NIR
(2500 nm)

MEMS-FPI分光センサ

ミニ分光器 SMDシリーズ

ミニ分光器 マイクロシリーズ

ミニ分光器 MSシリーズ

ミニ分光器 RCシリーズ

ミニ分光器 TFシリーズ
ミニ分光器 TFシリーズ

ミニ分光器 TMシリーズ

ラマン分光モジュール
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MEMS FPI分光セ サ

分光モジュール
(MEMS-FPI分光センサ・光源内蔵)



仕様 (指定のない場合はTa＝25 ℃)

FTIRエンジン
C15511-01

マイケルソン光干渉計を内蔵した小型分光モジュール

構造

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometer)エンジン C15511-01
は、片手で持ち運びできる小型のフーリエ変換型赤外分光器です。手のひらサイ
ズの筐体に、マイケルソン光干渉計と制御回路を内蔵しています。PCとUSB接続
することによって、スペクトルや吸光度の測定を行うことができます。測定対象
を分析室に持ち込まないで現場で行うリアルタイム計測、常時計測するモニタリ
ングに応用できます。
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項目 Typ. 単位

感度波長範囲 nm
波長分解能 (半値幅) nm

波長再現性

nm/℃波長温度依存性
-信号雑音比
mm外形寸法 (W × D × H)

g質量

g光干渉計

-光検出器

-光入射方式

-インターフェース

A/D変換

駆動周波数

USBバスパワー消費電流
動作温度

1100 ～ 2500
5.7

-

-
-

49 × 57 × 76 (突起物を除く)

約300

マイケルソン干渉計 (φ3 mm可動ミラー内蔵)

InGaAs PINフォトダイオード

光ファイバ入射型 (SMAコネクタ付き)

USB 2.0

16

275

450

+5 ～ +50
-20 ～ +70

bit

Hz
mA

℃
℃保存温度

-

-0.5

-0.06

10000

225

-

8

+0.5

+0.06
-

325

500

nm

光干渉計には、光入射部、ビームスプリッタ、固定ミラー、可動ミラー (φ3 mm)、光検出器が内蔵されています。光検出器は、
可動ミラーの位置によって変化する光強度信号を取得します。この光強度信号を演算処理 (フーリエ変換)することで、分光ス
ペクトルが得られます。
FTIRエンジンには可動ミラーの位置をモニタするため、半導体レーザ (VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
を内蔵しており、高い波長精度でスペクトル測定を行うことができます。

InGaAs PDSi PDVCSEL

測定対象光

固定ミラー

分散補償板 (ガラス)

可動ミラー

台形型ビームスプリッタMEMSチップ

可動ミラー (φ3 mm)

レバー

ト―ションバー 静電アクチュエータ (櫛歯電極)

Min. Max.



MEMS-FPI分光センサ
C14272, C13272-03, C14273

MEMS-FPI分光センサは、印加電圧により透過波長を可変できるMEMS-FPI 
(Fabry-Perot Interferometer: ファブリペロー干渉計)チューナブルフィルタと
InGaAs PINフォトダイオードを1パッケージに収めた超小型センサです。

仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

MEMSチューナブルフィルタと受光素子を一体化した
近赤外用の超小型分光センサ、バンドパスフィルタ内蔵

受光素子

MEMS-FPI
チューナブルフィルタ

配線基板

スペーサ

バンドパスフィルタ

構造

MEMS-FPIチューナブルフィルタと、単素子のInGaAsフォトダイオードを組み合わせて作られた分光センサです。通常の分光器と異
なり、グレーティング・ミラーなどの光学部品や、イメージセンサのような多チャンネルの受光素子を必要としないため、超小型でかつ
大量生産が可能です。

犠牲層
エッチングホール

上部ミラー

電極

犠牲層

電極

下部ミラー

エアギャップ
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項目 C14272 C13272-03 C14273 単位

感度波長範囲 1.35 ～ 1.65 1.55 ～ 1.85 1.75 ～ 2.15 µm

波長分解能 (半値幅) 18 max. 20 max. 22 max. nm

g

保存温度 -40 ～ +125 ℃

動作温度 -40 ～ +85 ℃

波長温度依存性 0.3 0.4 0.3 nm/℃

波長再現性 ±2 nm

暗電流 10 max. 100 max. 150 max. nA

パッケージ TO-5 -

質量 1

光検出器 InGaAs PINフォトダイオード -
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分光モジュール
C15712, C15713, C15714

印加する電圧を変化させて透過波長を可変できるMEMS-FPI (Fabry-Perot 
Interferometer: ファブリペロー干渉計)チューナブルフィルタとInGaAs PIN
フォトダイオードから成るMEMS-FPI分光センサ、光源、制御回路を内蔵した
小型モジュールです。PCとUSB接続することによって、スペクトルや吸光度の
測定を行うことができます。

仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

MEMS-FPI分光センサ・光源を内蔵した小型モジュール

項目 C15712 C15713 C15714 単位

センサ
MEMS-FPI分光センサ

-

光源

C14272

1350 ～ 1650

18 max.

±2 ｔyp.

20 max. 22 max.

C13272-03 C14273

℃

波長分解能 (半値幅)

1550 ～ 1850 1750 ～ 2150 nm

波長再現性

nm

波長温度依存性

nm

nm/℃

インターフェース

タングステンランプ -

外形寸法 (W × D × H)

USB 2.0 micro-B -

質量

32 × 74 × 16 mm

保存温度

-5 ～ +50

-0.1 ～ +0.1

℃

感度波長範囲

-20 ～ +70

動作温度

82 g

1550 1650 1750 1850

波長 (nm)

吸
光
度
 (
S
N
V
)

-2

3

-1

0

1

2 綿 ポリエステル ウール

(Ta=25 ℃)

測定例

本モジュールを用いて、布 (綿, ポリエステル, ウール)の反射分光スペクトルを測定しました。

■ 布の吸光度スペクトル■ 測定イメージ

MEMS-FPI分光センサ タングステンランプ
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ミニ分光器 TFシリーズ
C13555MA, C13053MA, C14486GA

項目 C13555MA C13053MA C14486GA 単位

写真 -

タイプ 高 感 度 近赤外域用 -

感度波長範囲 340 ～ 830 500 ～ 1100 950 ～ 1700 nm

波長分解能 (半値幅) 2.3 typ., 3.0 max. 2.5 typ., 3.5 max. 5.0 typ., 7.0 max. nm

波長再現性 -0.2 ～ +0.2 -0.4 ～ +0.4 -0.4 ～ +0.4 mm

波長温度依存性 -0.04 ～ +0.04 -0.05 ～ +0.05 nm/℃

輝線迷光 -33 max. -33 max. dB

A/D変換 16 bit

蓄積時間 11 ～ 100000 1 ～ 100000 µs

インターフェース USB 2.0 -

USBバスパワー消費電流 250 max. mA

駆動用外部電源 不要 V

外形寸法 (W × D × H) 80 × 60 × 12 mm

質量 88 g

イメージセンサ 高感度CMOSリニアイメージセンサ InGaAsリニアイメージセンサ -

画素数 512 256 画素

スリット (H × V) 25 × 250 25 × 250 µm

NA 0.22 0.22 -

光ファイバ用コネクタ SMA905D -

動作温度 +5 ～ +50 ℃

保存温度 -20 ～ +70 ℃

トリガ対応 ソフトウェアトリガ
外部トリガ -

光学素子とイメージセンサと駆動回路を小型・薄型の筐体にまとめた分光器で
す。C13555MA, C13053MAは高感度CMOSイメージセンサの搭載により、
CCD並みの高感度を維持しつつ、低消費電力を実現しています。
C14486GAは、InGaAsリニアイメージセンサ搭載した近赤外タイプです。

薄型タイプ、異なる波長のタイプを用意

仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

※ 上記３タイプのほか、ラマン分光用のC13054MA, C14214MAも用意しています。
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分光モジュール
C13560

ミニ分光器・小型光学系などの当社技術を一体化した超小型ラマン分光モ
ジュールです。専用のSERS基板 J13856-01を用いてラマン分光測定を行い
ます。J13856-01を用いないで、ラマン分光測定を行うこともできます。 
POCT (Point of Care Testing)など、現場における簡易的なスクリーニングテ
ストに使用できます。

SERSディテクションモジュール

仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

項目 仕様 単位

励起波長 785 nｍ

レーザ 5, 10, 15 mW

線幅 0.2 nm

検出素子 高感度CMOSイメージセンサ -

検出部 400 ～ 1850 cm-1

分解能 10 cm-1

USBバスパワー消費電力 0.9 max. W

外形寸法 (W × D × H) 96* × 14.5 × 60 mm

質量 90 g

インターフェース USB 2.0 -

動作温度 +15 ～ +35 ℃

保存温度 -10 ～ +50 ℃

電源電圧 5.25 V

出力

スペクトルレンジ

* SERS基板ホルダと本体が接近した状態 (フォーカスノブで間隔を調整可能)

内部構造 SERS基板　J13856-01(別売)

入射光

表面増強ラマン散乱光

微小金属構造 (Au)

SERS (Surface-Enhanced Raman 
Spectroscopy: 表面増強ラマン分光)
基板は、分子のラマン散乱光を増強す
る基板で、高感度なラマンスペクトル分
析を可能にします。

分光器

レーザ光源
785 nm

ラマン散乱光

ミラー

SERS
基板

励起光
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仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

近赤外域で高感度を実現した超小型グレーティング型分光器です。グレーティン
グ型分光器の連続スペクトルが取得できるという特長をもっています。独自の光
学設計によりダウンサイジングを実現し、モバイル機器のさらなる小型化に貢献
します。 

ミニ分光器 SMDシリーズ
C14384MA-01

近赤外域 (～1050 nm)で高感度、
超小型グレーティング型分光器

項目 仕様 単位

感度波長範囲 640 ～ 1050 nm

波長分解能 (半値幅)
 640～800 nm 25 max.

nm
 800～1050 nm 20 max.

波長再現性 ±0.5 nm

波長温度依存性 ±0.1 nm/℃

輝線迷光 -23 max. dB

外形寸法 (W × D × H) 11.5 × 4.0 × 3.1* mm

質量 0.3 g

イメージセンサ スリット付高感度CMOSリニアイメージセンサ -

画素数 256 (光学的黒を含む) 画素

スリット (H × V) 15 × 300 µm

* フレキシブルケーブルを含まない。

NA
動作温度
保存温度
トリガ対応
評価回路 (別売)

0.22

+5 ～ +50

-20 ～ +70

-
C14989 + C15036

-

℃
℃

-

-

小型化するミニ分光器

構造

使用しているガラスは温度上昇によって
膨張しにくいため、波長の温度依存性が
極めて小さい。

メタルパッケージのため高い湿度耐性、
中空タイプのため低コストを実現。

超小型化により、モバイル機器やドローン
への搭載が可能。

■ MSシリーズ ■ マイクロシリーズ ■ SMDシリーズ

イメージセンサ

グレーティング

２次反射ミラー

1次反射ミラー

入射スリット

Approx. 1.5 µm
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仕様 (指定のない場合はTyp. Ta＝25 ℃)

入射スリット一体のCMOSイメージセンサと凸レンズにナノインプリントで形
成したグレーティングを組み合わせた、親指大サイズの超小型分光器ヘッドで
す。実装性に優れたパッケージを採用しているため、センサ感覚でお使いいただ
けます。

ミニ分光器 マイクロシリーズ, MSシリーズ
C12666MA, C12880MA, C11708MA

指先サイズの超小型分光器ヘッド

項目
マイクロシリーズ MSシリーズ

単位
C12666MA C12880MA C11708MA

写真 -

タイプ 分光器ヘッド 広ダイナミックレンジ 分光器ヘッド 高 感 度 分光器ヘッド 近赤外域用 -
感度波長範囲 340 ～ 780 340 ～ 850 640 ～ 1050 nm
波長分解能 (半値幅) 15 max. 20 max. nm
波長再現性 -0.5 ～ +0.5 mm
波長温度依存性 -0.1 ～ +0.1 -0.05 ～ +0.05 nm/℃
輝線迷光 -25 max. dB
外形寸法 (W × D × H) 20.1 × 12.5 × 10.1 27.6 × 16.8 × 13 mm
質量 5 9 g
イメージセンサ CMOSリニアイメージセンサ 高感度CMOSリニアイメージセンサ CMOSリニアイメージセンサ -
画素数 256 288 256 画素
スリット (H × V) 50 × 750 50 × 500 75 × 750 µm
NA 0.22 -
動作温度 +5 ～ +50 ℃
保存温度 -20 ～ +70 ℃
トリガ対応 - -
評価回路 (別売) C14465-10 C13016 C14465 -

注) C12880MAにSMAコネクタを装着したC12880MA-10を用意しています。

測定可能な入射強度

* 入射スポット径を800 µmとした場合 (λ=550 nm)
測定可能な光量は、設定可能な蓄積時間から算出しています。
C12666MAとC12880MAでは、設定可能な蓄積時間は異なります。
測定時のS/Nについては考慮していません。

10-12 10-10 10-8 10-6 10-510-1310-14 10-11 10-9 10-7

入射光量* (W)

C12880MA

C12666MAC12666MA内蔵のCMOSイメージセンサは飽和電荷量が
大きく、C12880MA内蔵のCMOSイメージセンサは電荷
―電圧変換ゲインが大きくなっています。
高S/Nの測定をするためには、入射光量が大きい場合は
C12666MA、微弱光の場合はC12880MAを使用するこ
とを推奨します。
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営業品目

光半導体製品
□ Siフォトダイオード
□ APD
□ MPPC®
□ フォトIC
□ イメージセンサ
□ PSD (位置検出素子)
□ 赤外線検出素子
□ LED
□ 光通信用デバイス
□ 車載用デバイス
□ X線フラットパネルセンサ
□ MEMSデバイス
□ ミニ分光器
□ 光半導体モジュール

電子管製品
□ 光電子増倍管
□ 光電子増倍管モジュール
□ マイクロチャンネルプレート
□ イメージインテンシファイア
□ キセノンランプ・水銀キセノンランプ
□ 重水素ランプ
□ 光源応用製品
□ レーザ応用製品
□ マイクロフォーカスX線源
□ X線イメージングデバイス

システム応用製品
□ カメラ ・ 画像計測装置
□ X線関連製品
□ ライフサイエンス分野製品
□ 医療分野製品
□ 半導体故障解析装置
□ FPD/LEDの特性評価装置
□ 分光計測 ・ 光計測装置

レーザ製品
□ 半導体レーザ及び応用製品
□ 固体レーザ

www.hamamatsu.com

仙台営業所
筑波営業所
東京営業所
中部営業所
大阪営業所
西日本営業所

〒980-0021
〒305-0817
〒100-0004
〒430-8587
〒541-0052
〒812-0013

仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)
つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)
東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)
浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)
大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)
福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)

TEL (022) 267-0121  FAX (022) 267-0135
TEL (029) 848-5080  FAX (029) 855-1135
TEL (03) 6757-4994  FAX (03) 6757-4997
TEL (053) 459-1112  FAX (053) 459-1114
TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
TEL (092) 482-0390  FAX (092) 482-0550

固体営業推進部　〒435-8558　浜松市東区市野町1126-1　TEL (053) 434-3311　FAX (053) 434-5184


