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近赤外分光分析計 InfraSpec NR800

Near Infrared Spectral Analyzer InfraSpec NR800

従来に比べ，高分解能（４cm-1）で長波長域（0.9～2.5μm）までの測定を可能としたFT（フーリエ変換）方式の近

赤外分光分析計を開発した。新開発の二重平行板バネ方式のアクチュエータにより高分解能（４cm-1）を実現し，

また，新開発のInGaAsフォトダイオードにより2.5μmまでの測定を可能とした。

近赤外分光分析計では，主に液体サンプルの近赤外領域のスペクトルと，測定したい物理量や性状値を関係

づける検量線を作成することにより，スペクトルから直接所望の値を求めることができ，プラントの性状のモ

ニターなどに大変有効である。高分解能，長波長域までの測定を可能とすることで，より高精度な測定が可能

となった。
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We have developed a fourier transform near infrared analyzer with high resolution (4 cm-1) and long

wavelength region (up to 2.5 µm) measurement by a newly developed InGaAs photo diode and an

actuator of double parallel leaf. With this near infrared analyzer, we can retrieve the target value

directly from the spectrum by using the calibration curve for relating the near infrared area spectrum

of liquid samples to the property value in the target. Therefore, this analyzer is very useful for the

monitoring of plant properties etc. High resolution measurement(4 cm-1) and long wavelength region

(up to 2.5 µm) measurement enable highly accurate measurement.

1. は  じ  め  に

近年，近赤外分光分析法は化学プロセス等における各

種性状値のオンラインモニタ，品質管理用の測定手段と

して注目されており，実用化の段階へと入ってきた（1）。

当社においても，国産初のプロセス用分光分析計NR500（2）

を発売してきた。しかし，近赤外分光分析法の応用が広

がるにつれ，より高分解能，長波長域の測定，特に結合

音が測定可能な波長２～2.5μmの領域の測定への要望が

高まってきた。 高分解能測定が実現されることにより，

スペクトルの分離性が良くなるため，検量線の作成が容

易となり，高精度な測定が可能となる。また，結合音領

域を測定可能とすることにより，OH価の測定など，より

多くのアプリケーションへの応用が可能となる。そこ

で，このような要望に応えるべく，この度，新型の近赤

外分光分析計NR800を開発した。NR800においては，

NR500の特長であるプロセス用分析計としての信頼性を

保ちつつ，前記した高分解能，長波長領域の測定を実現

している。本稿ではNR800の特長およびこれらの性能を

実現すべく開発した技術について報告する。

2. NR800の特長とシステム構成

2.1 NR800の特長

（1）測定波長領域0.9～2.5μmを実現

測定波長領域0.9～2.5μmを実現した。特に，多くの

アプリケーションがあると言われる結合音領域の

2.0～2.5μmをカバーしており，OH価などの測定へ

の応用が可能である。

（2）波数分解能４cm-1の高分解能測定を実現

新開発のアクチュエータにより，４cm-1の高分解能

測定を実現した。

（3）マルチチャネル

マルチチャネル方式により，干渉計より光を分岐

し，４台までのプローブや測定セルが接続可能であ

る。機械的な切り換えがないため，４チャネルまで

の同時測定が可能である。

（4）多流路切換

所定のパターンで複数の流路をそれぞれのチャネル

に割り当て，流路を切り換えて測定することが可能

であり，より多彩なサンプリング装置，多様な測定

に対応することが可能である。

（5）多性状値の同時測定

検量線を本体に最多64本までダウンロードでき，ま
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た，１流路につき12までの性状値演算を同時に行う

ことができる。

（6）アウトライヤ（外れ値）検出

測定プロセスにおいて，検量線作成に用いたサンプ

ルの母集団から外れるようなサンプルが測定された

場合，マハラノビス距離（Mahalanobis Distance）及

びRMSSR（Root of Mean Sum Squared Residuals）

を基に，アウトライヤを判別し，通知する。

（7）シングルファイバー方式，デュアルファイバー方式

測定器本体と測定セル等の測定ポイントを結ぶ光

ファイバーに対する温度等の環境変動の影響をキャ

ンセルするため，従来より，光ファイバーケーブル

を２本平行に敷設し，サンプル光とリファレンス光

の測定結果より環境変動の影響を取り除く方式を採

用した。しかし，アプリケーションによっては，そ

こまでの精度を要求しないものも多くあるため，

NR800においては，従来のデュアルファイバー方式

に加え，リファレンス用光ファイバーを機内で配線

し，測定ポイントにはサンプル光用の光ファイバー

のみを配線するシングルファイバー方式も選択でき

るようにした。

（8）防爆構造

石油精製，化学プラントなどでは，測定器本体を危

険場所へ設置する場合があり，防爆構造が必要とな

る。NR800では，標準で防爆形を用意しており，危

険場所への設置が可能である。また，測定ポイント

と本体を光ファイバーで接続する構成のため，本体

を非危険領域に設置し，測定セル等のサンプリング

部分のみを危険領域に設置することも可能である。

（9）自己診断機能

自己診断機能として，予防保全のために光源ラン

プ，HeNeレーザーの寿命を通知し，また，機器の状

態を常に監視，自己診断し，警報を出すことができ

る。

（10）ラボ設置型を用意

検量線の作成，品質保証のためのオフライン測定な

どは，実験室等の環境において行われることが多

い。そこで，現場型と同じ干渉計を用いたラボ設置

モデルも用意しており，実験室等においても使用可

能である。
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図２　分光計の構成
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2.2 システム構成

NR800のシステム構成を図１に示す。NR800より出射

された測定光は光ファイバーを通り，測定セルなどにお

いてサンプルによる光の吸収を受け，NR800本体に戻っ

てくる。その光を分光することによりサンプルの吸収ス

ペクトルを得る。NR800検量線をダウンロードしておけ

ば，本体において性状値を求め，Ethernetによりメンテ

ナンス用のパソコン，或いはMODBUSによりDCS等へそ

の値をアップロードすることができる。また，専用のI/O

ユニットを接続することにより，アナログ信号として取

り出すことも可能である。

3. 分光計の構成と開発アイテム

分光計の構成を図２に示す。本分光計においては，

NR500と同様にフーリエ変換分光方式を採用しており，

干渉計より出射される干渉光を測定光として用い，サン

プルに照射し，吸収された光を光検出器で検出した後，

A／D変換し，フーリエ変換する事によりサンプルの吸光

度スペクトルを得る。フーリエ変換分光方式では，干渉

計の移動ミラーの移動距離により，スペクトルの波数分

図３　移動ミラー部の構成

図４　移動ミラー部制御特性
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解能が決定される。NR800では，高分解能を得るために

耐振性，耐久性を確保しつつ十分な移動距離を得ること

が可能な二重平行バネ方式の移動ミラーを開発した。ま

た，広波長領域のスペクトルを高S／N比で測定できる

InGaAsの光検出器を，新たに自社開発し搭載した。さら

に，高吸光度サンプルに対してもより高S／N比のスペク

トル測定を実現するために，デュアルゲインA／D変換部

と回路の自動ゲイン切り換えを採用した。

3.1 移動ミラー部

図３に移動ミラー部の構成を示す。移動ミラー部の支

持方式には板バネを平行に配置する平行板バネを用い

た。平行板バネは，ミラーの移動方向以外の方向やねじ

れに対し，強い剛性を持っており，摺動部を持たないた

め耐久性にも優れている。さらに，十分な移動距離を確

保するため，二組の平行バネ（図３の外側および内側）を

組み合わせで用い，一組の平行板バネでは発生するミ

ラーの移動に伴う上下動を互いにキャンセルする構成と

した。また，二組の平行バネを連結している部分の共振

を押さえるため，移動ミラー部と連結部の位置を検出

（a）中間部制振なし （b）中間部制振あり

図５　フォトダイオードの分光感度特性
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し，それを基に，共振にかかわる周波数の振動速度がゼ

ロになるように制御している。図４は移動ミラーの制御

系のオープンループ特性であるが，連結部分の共振の影

響が押さえられている様子がわかる。

3.2 InGaAsフォトダイオード（3）

新たに開発したInGaAsフォトダイオードは広感度波長

範囲を持ち，非常に暗電流の少ないフォトダイオードで

ある。従来のフォトダイオードではカバーできなかった

2.0～2.5μmの領域もカバーする。図５に，フォトダイ

オードの感度特性を示す。2.5μmまでの感度を有してい

る。

3.3 デュアルゲインA／D変換部及び自動回路ゲイン切換

フーリエ変換分光方式で扱う干渉信号では干渉計の

ハーフミラーと移動ミラーの距離がハーフミラーと固定

ミラー距離に等しい時に信号が大きくなる（センターバー

スト）という特長がある。そのため，その部分とその周囲

の部分で回路のゲインを変えることにより，周囲の部分

の信号をより高S／Nで測定することが可能となる。その

図６　デュアルゲイン方式A/D変換部

ため，A／D変換部として図６に示すデュアルゲイン方式

を採用し，高S／N比の測定を実現した。また，信号の大

きさにより回路ゲインを適切な値に自動で切り換えるこ

とで，吸光度の高いサンプルを測定する場合においても

高S／N比の測定を実現した。

4. 測　定　例

図７は，NR800においてトルエンを測定した結果であ

る。新たに追加された4000 cm-1から5000 cm-1の領域が明

瞭に測定できている。

5. お  わ  り  に

今回新開発したNR800では，従来のNR500のプロセス

用測定器としての使い勝手，信頼性等の特長を継承しつ

つ，測定波数領域，分解能，S／N等の基本性能を高める

とともに，流路切換等の機能を充実した。今後，さらに

より多くのアプリケーションに使用いただけるものと考

える。
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図７　測定例
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