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1. は じ め に

技術開発本部先端技術研究所では，これまでに FT

（Fourier Transform）型分光の要素技術である“干渉計測

技術”を開発し，事業体における分光分析計の実用化を支

援してきた（1）。製品化された近赤外分光分析計NR800は

主に液体を測定対象とし，石油化学などのプロセス市場

で多くの実績を上げている。

一方，粉体を扱うファインケミカル等の分野でも，高度

センシング機器のラインへの導入検討が盛んである。特

に製薬業界では，米国食品医薬局（FDA：Food and Drug

Administration）が提唱する安全と品質確保を目的とする

ガイダンスであるPAT（Process Analytical Technology）
（2）や日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH：International

Conference on Harmonization of Technical requirement）

が示した“製剤開発ガイドラインQ8”（3）などのもと，プ

ロセスラインへの分析計導入が積極的に検討されている。

本稿では，製薬等の生産ラインで多く扱われる粉体を

直接測定できるインライン対応小型高速高分解能の分光

分析計の実現に向けて，分光分析方式，オリジナルのキー

デバイス開発，試作した分光分析計の特性などについて

述べる。

2. 分光分析計

2.1 分光分析とは

吸光分光分析は，試料に光を照射し，透過あるいは反射

の際に吸収されるスペクトラムを検出し，試料に含まれ

る成分などを解析するものである。照射する波長（振動

数）領域により成分固有の「電子状態～分子振動」などの

様子が吸光スペクトラムに反映される。

本開発での測定対象は粉体（固体）～液体で，目標とす

る主な分析項目は試料に含まれる成分とその組成であり，

これらを分子振動として検出可能な波長域は近赤外

（NIR：Near InfraRed）～赤外（IR：Infrared）である。

赤外領域は分子の基本振動と共鳴する為に吸光度が大

きく，光の透過可能距離は数十 µmと短い。このため試料
の扱いが容易ではなくインライン測定には適さない。

本開発で選択した近赤外領域は基本振動の倍音にあた

るために吸光度はやや小さく，光の透過厚さはmmオー

ダと扱いやすい。多くの試料で前処理を必要とせず，イン

ライン測定に適している。

ファインケミカル分野の筆頭である医薬業界では，米国食品医薬局（FDA：Food and Drug Administration）が

安全と品質の向上を目的として提唱するPAT（Process Analytical Technology）により，高度センシング技術のプ

ロセスラインへの導入が進もうとしている。製薬分野の特に製剤工程では粉体がよく扱われ，前処理無しに粉体の

測定が可能である近赤外分光分析計がインライン向けセンシング機器の最有力候補である。粉体測定に必要な検出

機構と高感度特性，ブレンダあるいは全数検査時に必要な高速測定特性を有する近赤外分光分析計の実現に向け，

キーデバイス，要素技術を開発している。

The fine chemical field, especially the pharmaceutical industry, is introducing advanced sensing

technologies into the process line to improve safety and quality in accordance with PAT (Process Analytical

Technology) promoted by FDA (Food and Drug Administration). For measuring powders without

preparation during the drug formulation process, a near infrared spectroscopic analyzer is the most

promising sensing device. We are developing the key devices and elemental technologies for a

spectroscopic analyzer that has the required detection mechanism and high sensitivity for powder

measurement, as well as a high-speed measuring function for blenders and 100% inspection.
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2.2 各種の分光方式

分光の基本的な方式とその特徴を表1に示す。

表1　分光方式と特徴

波長特性 

波長 
範囲 

分光方式 

FT（フーリエ 
変換）型 

◎ ◎ ○ ○ ◎ △ △ ○～△ 

モノクロ 
メータ型 

○ ○ ◎ ◎ △ △ △ ○～△ 

ポリクロ 
メータ型 

○ ○ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザ 
スキャン型 

△ ○ ◎～○ ◎ ◎ ○ ◎～△ ◎～△ 

波長 
確度 

波長 
分解能 

ダイナ 
ミック 
レンジ 

受光 
効率 

測定 
時間 

サイズ 保守性 

パワー特性 機能 

1）FT型：干渉方式

光路長を変えながら取得した干渉信号データをフーリ

エ変換し，波長を求める方式である。原理的に波長基

準を必要とするが，それ故に波長確度は高い。測定時

間，ショットノイズ，外乱的な信号強度変動に弱いな

どのデメリットはあるが，光路長の可変機構，データ

処理等に様々な工夫がなされ，分光分析分野で多く用

いられている。

2）モノクロ型：フィルター方式

回折格子，エタロンフィルタ等を用いて特定の波長を

切り出してそのパワーを測定する方式である。波長選

択は，回折格子の角度あるいはエタロンの間隔を変え

て行う。音響光学効果（AO 効果：Acoustic Optic

Effect）で生じる回折格子を利用する方式では超音波の

周波数を変える。高ダイナミックレンジ，高波長分解

能とするための様々な構成も考案され，汎用の光スペ

クトラムアナライザとして最も多く用いられている方

式の一つである（4）。

3）ポリクロメータ型

回折格子等を用いてスペクトラム分解し，測定波長域

をカバーするように複数のセンサを並べる方式である。

主としてセンサ数が波長分解能の制約となる。光の利

用効率が高く，短時間測定時のS/N比の面で有利であ

る。また，機械的可動部の無い構成が可能である。

4）レーザスキャン型（波長走査型）

照射する光の波長を掃引（スキャン）しながら試料から

の光強度を測定する方式である。レーザ光を用いれば

高い波長分解能とダイナミックレンジ特性が得られ易

いが，測定波長範囲はレーザの発振範囲で決まる。

2.3 分光方式と基本構造の決定

インライン分析計に必要な機能として，高速測定，小

型，保守性（特にメンテナンスフリー）等がある。この観点

からは機械的駆動部の無いポリクロメータ型あるいは

レーザスキャン型などが適しているが，一般にレーザス

キャン型は測定波長範囲の拡大が容易ではなく，ポリク

ロメータ型は波長分解能に劣る。

表1からは，波長分解能を改善すれば，ポリクロメータ

型がインライン向け分光方式として最適であることが結

論付けされる。この結論に基づき，我々は波長分解能を高

めるべく，世界トップクラスの高密度アレイ型センサの

高感度化開発を決定した。高密度アレイ型センサを用い

たポリクロメータ型分光器の基本構造を図1に示す。

被測定光はコリメート光となり回折格子を照射する。

照射光は波長毎に異なる角度で回折され，フォーカスレ

ンズにより回折角に応じた位置に集光される。集光ポイ

ントと光強度はアレイセンサにより検出され，信号処理

を経てスペクトラムデータが得られる。

パッシブ素子のキーパーツは回折格子部である。耐久

性向上，波長分散特性の均一化，ビーム径変換，設計自由

度向上のためにプリズムを併用することとした。さらに

プリズム面を波長分散と垂直の方向に僅かに倒し，広波

長帯域特性の確保と，高次回折光及び迷光の回避を図っ

た。

周囲温度変化による光学特性変動を低減すべく，分光

器のフレーム材には光学部材と同等の低熱膨張特性を有

する特殊鋳鉄を使用することとした。

回折格子 
被測定光 コリメートレンズ 

フォーカスレンズ 

アレイセンサ 

図1　ポリクロメータ型分光器の基本構造

3. 高密度高感度アレイセンサの開発

アレイセンサはポリクロメータ型分光器の最重要パー

ツであり，波長感度はもとよりその素子数が分光器の波

長分解能を左右する。また，アレイの密度は機器のサイズ

を決める要素である。

3.1 チャージアンプの開発

技術開発本部はこれまでにInGaAs-PD（Photo Diode）を

集積した世界トップ密度のアレイ型センサデバイスを開

発し，事業体でのWDM（Wavelength Division Multiplex）

モニタ等の製品化を支えてきた。当該製品の測定対象は

光ファイバ通信用WDM信号（レーザ光）であり，タップ

分岐光でも光パワーは十分大きい。従って電流－電圧（I-
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V）変換は外付けとし，PDA（Photo Diode Array）にはマ

ルチプレクサ機能を主体とするSi-IC（Silicon IC）を組み込

んだ。

測定対象が粉体の場合，アレイセンサの受光パワーは

pWオーダと微弱である。マルチプレクサとI-V変換の組

み合わせでこの微弱光を検出するには，時定数などの制

約により1素子当りの読み出しにmsecオーダと相当な時

間がかかってしまう。そのため，高速測定とサブpWの微

弱測定に対応すべくチャージアンプ（積分型）アレイ型Si-

ICを新たに開発した。図2に本回路のブロック図を示す。

・・・・・・・・・
 

Output

PDA
Read IC

Hold

Shift 
Register

CLK

・・・
 

H
old C

ircuit

Reset

図 2　チャージアンプアレイ型Si-ICブロック図

チャージアンプのキャパシタ容量は選択可能とし，ス

イッチ切り替え時のチャージインジェクション低減，ド

リフト相殺などの対応回路を考案し適用した。チャージ

動作は全素子完全同時に進行すべくクロック同期とし，

ダイナミックなコントロールが必要なチャージ時間は外

部入力パルス幅で制御する方式とした。チャージ完了後

の各信号をホールドし，順次高速に読み出す。

2P3M（2層ポリ絶縁，3層メタル導電）プロセスにて試作

したSi-ICのレイアウトを図3に示す。

図3　チャージアンプアレイ型Si-ICレイアウト図

3.2 アレイセンサの開発

図4に開発したアレイセンサの外観を示す。熱伝導等を

考慮して採用した窒化アルミ（AlN）基板の中央に，世界

トップ密度である20 µmピッチで640素子のInGaAs-PD
からなるPDAを配し，その両側に新規開発したチャージ

アンプアレイ型Si-ICを実装した。この窒化アルミ基板を，

サーモエレクトリッククーラを介してセラミックパッ

ケージに搭載し，ドライ窒素（N2）充填後サファイアウィ

ンドウ付きキャップでシールする構造である。

図4　高密度高感度アレイセンサ（キャップ無しの状態）

開発した高密度高感度アレイセンサの特性評価を行い，

最低受光感度-100 dBm，最大動作クロック周波数1 MHz

以上など， 高速分光分析計に必要な仕様を達成しているこ

とを確認した。　

4. インライン対応分光分析計の開発

4.1 システム構成と高速動作設計

インライン対応高速分光分析計の構成を図5に，試作し

た分光分析計と拡散検出用プローブの外観を図6に示す。

近赤外光は光源から大口径ファイバで導かれ，試料を

照射する。試料が粉体である場合，照射光は粉体に浸み込

みながら拡散反射し，試料固有の波長が吸収された後に

拡散検出プローブにて検出される。検出光は小径ファイ

バを経て分光器に入り，アレイセンサに導かれる。

アレイセンサの出力は18ビットA/D（Analog/Digital）

変換器にて変換され，演算処理を経てスペクトラムデー

タとして外部に出力される。

高速動作の目標はラインでの全数検査を想定し，測定

周期10 msecとした。達成に向け，1 Mサンプリング/sec

の A/D変換器の使用，DSP（Digital Signal Processor）に

よる演算，一部のデータ処理に並列処理及びパイプライ

ン処理を導入し，ファームウェアの最適化を図った。その

結果，適切な光量があれば目標とする10 msecが実現で

きる見通しを得た。

分光分析計の主な仕様を表2に示す。自転式ブレンダに

適用する場合に必要な，無線データ・インタフェース，

バッテリ駆動，データの外部同期サンプリングなどへの

対応も図っている。

光源 

分光器 

試料 

拡散検出 
プローブ 

18bit A/D DSP FPGA 

電源（Battery） 

Serial IF（wireless） 

図 5　分光分析計の構成
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図6　分光分析計と拡散検出プローブ（外径約65 mm）

表2　分光分析計の主な仕様

項目 仕様 備考 

波長範囲 

波長分解能 

レベル特性  

吸光度分解能 

測定時間 

通信IF*2 

サンプルIF*2 

サイズ 

消費電力 

*1：Absorbance　　*2：Interface

1.0～1.7 µm 
1.0 nm 

40 dB 

0.0001 Abs*1 

最短10 msec 

RS232／無線 

FC/SMA 光コネクタ 

120×220×220 mm 

10 W以内 

10000～6000波 cm-1 

読み取り分解能 

ダイナミックレンジ 

Abs*1にて 

繰り返し測定 

USBも可 

ダイレクトIF*2型も可 

突起を含まず 

バッテリ搭載可：3時間 

4.2 高効率拡散検出とシステム接続

拡散検出プローブの高効率化を図り，照射及び検出面

積の検討とファイバを含む光学系の設計を行った。透過

検出型プローブとの効率比較で-30dB程度と，良好な遠隔

拡散検出プローブが得られた。

また図6のような別プローブではなく，ダイレクトイン

ターフェース型モデルの試作も平行して進めている。こ

れはプロセス装置のサンプリングポート等に分析計本体

を直接取り付けて拡散光を検出する形態であり，ブレン

ダ等に容易に適用することができる。

分析計をインラインに導入する際は，各種制御システ

ムとの接続性，スペクトラムデータ形式の互換性なども

重要であり，標準システムバスへの対応，データ形式の汎

用フォーマット化への対応を検討している。

4.3 サンプルの測定

粉体試料としてセルロース（Cellulose），マニトール

（Mannitol），ステアリン酸マグネシウム（Mg-St），タルク

（Talc） を測定した結果を図7に示す。これらの粉体試料

は医薬品の有効成分以外として錠剤あるいは散剤に多く

用いられている。

試料とプローブ間の距離はおよそ50 mmとし，チャー

ジ時間は30 msecで10回の計測値を平均した。また，光

源は5 Wハロゲンランプである。

トータルチャージ時間300 msecという短時間で，各試

料の特徴的な吸光スペクトラムが得られた。特にタルク

の測定では1400 nm弱の鋭い吸光スペクトラムを捕らえ

ており，試作器の波長分解能が高い事が実証できた。

複数成分による吸光スペクトラムを解析し，各成分を

分析する際に大変有効な多変量解析機能（ケモメトリック

ス）の搭載と，解析のリアルタイム化も検討してゆく。

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35

0.45

10051000 波長　[nm]

吸
光
度
 [A
bs
]

Cellulose Mannitol Mg-St Talc

図 7　粉体試料の測定結果

5. お わ り に

独自のキーデバイスとして世界トップクラスの高密度

アレイセンサの高感度化開発を行い，最低受光感度 -100

dBmを達成した。本デバイスを用いてポリクロメータ型

分光器の波長分解能向上と高感度化を図った。粉体を測

定する際に必要な遠隔拡散検出の機構検討と試作，高速

データ処理の導入，無線インタフェースなどの機能の付

加，と進めインライン対応高速分光分析計の試作モデル

を開発し動作を確認した。

本分光分析計の主な対象市場はファインケミカル市場，

特に製薬市場を想定しているが一部は創成市場である。

開発仕様を最終決定し対応技術を開発するためには，

ニーズの十分な把握が必要であり，情報獲得に向け試作

モデルの完成度を上げ，フィールドテストへと進めてゆ

く。
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