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InfraSpec™ NR800
フーリエ変換型近赤外分光分析計
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キーポイントは精度・安定性・信頼性・使いやすさ 簡単！  豊富な機能を最適なソフトウェアで

NR800 は YOKOGAWA の永年にわたる分光分析技術の蓄積とプロセス測
定、制御機器メーカーとしての技術・経験を結集して開発されたフーリエ
変換型近赤外分光分析計です。開発のキーポイントは、高精度、高安定性、
高信頼性。同時に検量線の移植性、アプリケーションに応じた最適なソフ
トウェアなど NR800 はお客様にとっての使いやすさもさらに充実しました。
また、高分解能、広い波長域と豊富な製品ラインアップにより、ラボから
プロセス分析まで幅広いアプリケーションへの展開が可能です。

どのように高精度の分析計であっても、操作が複雑・困難であったり、あるいは測定データの処理が不適切で 
あればその本来の機能を十分発揮する事はできません。 NR800ではアプリケーションに応じた最適なソフトウェアを
完備しました。

高安定性・信頼性

高分解能

最大４ｃｈ−マルチチャネルも非可動方式で

広波長域を一つの検出器で

オンライン測定用ソフトウェア　SPECTLANDTM 2

多変量解析ソフトウェア

ラボからプロセスへシームレスな結合

プロセス用、ラボ用の2機種を用意

フーリエ変換型分光の特長である高スループット、高速測定
に加えて定評のある摺動部のないユニークな干渉計を使用、
また耐振動メカニズムを導入して高い信頼性と長期安定性
を実現しました。測定・連続運転にはパソコンを必要とせず、
システム全体の信頼性の向上を図っています。

NR800の波長分解能は4cm-１から。的確な波長域を選択し
て最適な検量線作成が可能になり、ひいてはより精度の高い
測定が実現可能となります。特に薬品、食品などのアプリケー
ションで高分解能は大きな力を発揮します。

多流路アプリケーションはマルチチャネル（最大4ｃｈ）まで対
応可能。チャネル切り換えは可動部のない高信頼性高速測定
用設計。（可動式16点外部切り換えもオプションで可）

NR800の前世代機、NR500は真のプロセス分析計として干
渉計含めて１からプロセス用として設計されました。NR800
はこの設計思想を引き継ぎさらに豊富な自己診断機能、ハー
ドウェア信頼性予測などを盛り込み、プロセス機器としての
必要十分条件の充実を図りました。また、同時にNR800では
ラボ専用機も新たにラインアップされました。豊富なラボ用ア
タッチメントと組み合わせて幅広い用途が可能です。

高精度・安定性を持ったハードウェアによりラボからプロセス
への検量線移植、あるいは機器間の検量線相互移植が可能
になり、ラボとプロセス測定の間の垣根をとりはらいました。

NR800では波長域が900nmから2500nmまで広がりました。
特に長波長域での視野の広がりは、ＯＨ測定のほかより広い
アプリケーションと高精度測定を実現します。検出器は一つ
で全波長域をカバーします。

オンライン測定は多成分、多流路の無人連続測定が原則。操
作は簡便簡素が鉄則です。オンライン測定では流路、成分、出
力指定などをいったん入力すれば後は無人運転となります。
各種成分、出力指定変更、他各種パラメータ設定変更も必要
に応じて専用ソフトウェアから入力するだけです。検量線作
成、あるいは各種サンプルテスト用のスペクトル測定モード、メ
ンテナンスモードなどオンライン測定用として必要十分な機
能を日本語ソフトウェアで実現しました。

検量線作成のエンジンは定評のあるKAXG
社のVEKTOR DIREKTOR™を使用します。 
微分処理やＭＳＣなどスペクトル前処理か
らはじまり、解析はPLSを使用して多様なア
プリケーションに対応可能です。上記オンラ
イン測定用ソフトウェアとのデータの結合は
設定のみでシームレスに実現されます。　
　　（注）VEKTOR DIREKTOR™はKAXG社の商標です

近赤外分光分析は測定物へ近赤外光を照射して得られ
る、透過光や拡散反射光のスペクトルから、測りたい濃度
や性状値と固有な相関を持つ波長域の吸収を求め、あら
かじめ作成された検量線から濃度や性状値を算出します。
検量線はラボ分析値とスペクトルデータから多変量解析

（回帰分析）を用いて作成します。NR800は測定サンプル
の物質濃度、物性値などを近赤外分光分析を用いること
によって高速、非破壊測定します。

近赤外分光分析—高速・非破壊・多成分同時分析

測定原理

■ 主な特長

移動鏡ユニットにボイスコイルを採用し機械的磨耗のない高信頼性設計 ワイドレンジInGaAs検出器

AO 成分A：15.0％
DO 成分B：  0.2％ 検量線 FFT
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PD PD

スペクトル

サンプル

測定セル

光ファイバケーブル

t

インタフェログラム

FT-NIR

分光器

RS422 成分C：  0.5％

●干渉計



モニタ・制御システムNR800
警報出力

アナログ入出力
接点入出力

RS422（Modbus）

Ethernet回線 メンテナンス
ターミナル

セル・プローブ（最大4ch）

RS422

I/Oユニット
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NR800はお客様のニーズに最適なソリューションを提 供します

ハードウェアからソフトウェア、メンテナンスサポートまで NR800 は豊富な
製品ラインアップでお客様のニーズに最適のアプリケーションを提供致します。

■ オンラインシステム構成例

オンライン測定用 NR800

サンプリングシステム

外部インタフェース

セル・プローブ ラボ分析用 NR800

光ファイバ

オンライン連続測定用。多成分を高速同時測定。非可動式マ
ルチチャネルは最大4チャネルまで。汎用型、防爆対応型筐
体。可動式外部流路切り換えで16点まで可能。

プロセス分析において分析計を生かすのはサンプリングシステムです。YOKOGAWAの永年により培われてきたプロセス分析
の経験と技術で最適のサンプリング装置を設計・製作します。

● RS422（Modbus）による分析値 
およびパラメータ出力

● 最大40点のアナログ出力（4-20mA）
● アナログ入力
● 警報接点出力
● 管理用ＰＣインタフェース
● サンプリング装置インタフェース
● アナライザバス結合可能

● 流通型セル　● 恒温水流路付セル
● 拡散反射型装置
● 挿入型プローブ（仕様に応じ各種）

ラボ用アタッチメント

分析計の“眼”に相当するセルは、流通型セル、直挿型プロー
ブ、あるいは粉粒体測定用拡散反射装置、など幅広いアプリ
ケーションに最適の組み合わせが対応可能です。

NR800はラボ専用機もご用意しました。ラボ設置用のコンパクトなファイバ接続型筐体により、
各種セル、アタッチメントの装着が可能となっています。

キュベット用サンプルホルダ
バイヤル用サンプルホルダ
粉粒体測定用拡散反射装置
恒温水供給装置

● シングル/デュアルタイプ ● 光波長域対応タイプ

挿入型プローブ例

恒温水供給型キュベットホルダ例

温調付キュベット
ホルダ例

流通型セル例
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アプリケーションノウハウで命を吹き込みます ソリューションベンダとして

近赤外分光分析計はアプリケーションがキーポイントです。石油精製から半導体プロセスまで、プロセスからラボまで、
世界最高のハードウェアに永年にわたり培ってきた分光分析技術とアプリケーションノウハウで命を吹き込みます。

分析計のライフサイクルを通したサポート、単なる分析計システムの供給にとどまらないシステムインテグレーション
業務、きめ細かく迅速なメンテナンスサポートなど YOKOGAWA はソリューションベンダとして機能します。

検量線作成・サポート

システムインテグレーション

メンテナンスサポート

サンプルテストから始まる測定のフィージビリティスタディから検
量線作成・評価メンテナンスまでお客様のご要望に応じ分析計
のライフサイクルを通して各種サポート業務を提供致します。

単なる分析計の供給にとどまらずサンプリングシステムの設計・
製作、アナライザーパッケージの設計・製作、システムインテグレー
ションなどYOKOGAWAの幅広い製品群と総合力でターンキーサ
プライヤとしてお客様へ最適なソリューションを提供致します。

納入後のサービス・メンテンナンス体制はソリューション
ベンダとしての最も重要なファクタの一つです。計測・制御
メーカーとして国内最大シェアを誇るYOKOGAWAの全国
に広がるサービスネットワークで迅速対応致します。また

* サンプルテスト、測定フィージビリティスタディ
* 検量線作成
* 検量線作成サポート
* 検量線評価
* ケモメトリクス教育
* その他カスタマイズドトレーニング

* サンプリングシステムの設計・製作
* アナライザパッケージ設計・製作
* アナライザシステムインテグレーション
* 全体プロジェクトマネジメント

ご要望に応じてリモートメンテナンスサポートをご利用い
ただくことによりさらに迅速対応が可能です。また検量線
のブラッシュアップ等が必要な場合でもリモートで対応可
能となります。

石油精製： 
ギブアウェイの削減など 
製品コスト削減

紙パルプ：操業改善

化学： 
製品コスト削減と操業最適化

半導体・液晶関連：歩留まり向上

食品・薬品  関連： 
品質向上・コスト低減

その他：歩留まり向上

・ オフサイト各種石油性状値分析 
（RON、MON、RVP、蒸留点、密度他）

・ オンサイト石油性状値 
（RVP、蒸留点など）

・ 蒸解黒液アルカリ濃度
・ 苛性化緑液、白液、弱液 

全アルカリ、　有効アルカリ濃度
・ 他薬液濃度

・ ポリマー・モノマー関連 
ポリオール、PP、PET、EP、PE、PVA、MMA、SBS、PS、
類のOH価、酸価、ヨウ素価、官能基分析、粘度、添加
物量、分子量、残留モノマ、反応度、水分、他 

・ 各種成分濃度　・ 各種溶媒濃度　・ 添加剤濃度

・ フォトレジスト回収液濃度　
・ 剥離剤濃度
・ 剥離剤中水分濃度
・ 各種溶媒濃度
・ 洗浄液濃度

・ 乳製品関連　脂質、タンパク、固形分   など
・ 発酵乳　成分　発酵度　・ 食用酢　酸濃度
・ 酒、ビール関連アルコール濃度
・ 酸価、OH価、アミノ酸、全窒素   など
・ 粒状原料、固形食品　水分、糖分　脂質、タンパク   

など
・ 醤油塩分　・ 製薬プロセスの溶媒濃度
・ 製薬プロセスの濃度

・ 電池製造における電解液濃度
・ 有機シリコン関連濃度



お問い合わせは

Printed in Japan, 303(KP) [Ed : 07/b]
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright © 2001, Yokogawa Electric Corporation.

ANA-02J

科 学 機 器 営 業 （0422）52-6339
〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32

お客様相談窓口 （0422）52-5545
〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32
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仕　様 外形図
項　目 仕　様

方式 FT-NIR、ダブル・シングルビーム方式、
検出器：InGaAs、光源：ハロゲンランプ

波数範囲 900 – 2500nm
波数確度 0.04cm -1

波数再現性 0.007cm -1

分解能 4、8、16、32、64cm -1　可変
測定チャネル 最大　4チャネル非可動式 

16チャネル　可動式
測定成分数 最多12／チャネル　最多64／台
データ更新周期 4秒以上（平均回数、測定チャネル、測定項目数等

により異なる。）
アウトライヤ検知項目数 最多12項目/測定チャネル（最多48項目/分析計）
ケモメトリクス VEKTOR DIREKTOR™
本体警報接点出力 分析計異常1点、内圧低下1点（防爆形のみ）
本体通信出力 RS422（Modbus）2点、管理用 PC Ethernet 1点
アナログ出力 4 – 20mA、最大40点
アナログ入力 1 – 5VDC、最大4点
接点出力 警報1点、モード5点、アウトライヤ4点　他2点
接点入力 流路信号8点、測定可能入力4点
防爆 TIIS内圧防爆形（TIIS Ex pd IIB+H2 T5X）
レーザ製品のクラス分け クラス 1 レーザ製品 （IEC 60825-1：2007/2014）
周囲温度・湿度 -10℃〜+40℃、5〜95％RH
電源 100、115、200、230VAC±10％、

50／60Hz±2Hz、約250VA
本体質量 約65kg（防爆形の場合）

詳細はGS12Y03A03-01を参照ください。 ※ 上記図は、防爆自立スタンド型の外形図です。
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