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横河電機の近赤外分析計 NR800 は，液体，気体の両相の状態での成分測定が可能であり，エチレンプラント

等の石油化学プロセスや化学プロセスへの適用が可能である。従来，エチレンプラントでのナフサ加熱分解炉（ク

ラッカ）等における気液両相の状態の成分は，プロセス用ガスクロマトグラフを用いて測定され，その測定値を

用いて制御が行なわれていたが，分析周期が 5 分から 10 分程度と長いため，より高速な分析計が求められていた。

当社は，NR800 をそのようなプロセスに適用し，１分周期程度の高速測定と高速制御を実現した。本稿ではその

事例を紹介する。

Yokogawa’s NR800 near-infrared analyzer can measure both liquid and gas samples and is 
applicable for various petrochemical processes such as ethylene plants and chemical process. 
Gas chromatographs are commonly used for measuring gas compositions such as those broken 
down by naphtha crackers. However, they take about five to ten minutes, so faster measurement 
methods are required. This report introduces an application of NR800 to such gas composition 
measurement that realizes rapid measurement and control cycle of about one minute.

はじめに111

横河電機は，国産初のプロセス用分光分析計 NR500
を 1995 年に発売し，2001 年には，信頼性を保ちつつ，
高分解能，長波長領域の測定を実現した近赤外分析計
NR800(1) を販売した。信頼を得て，石油，石油化学をは
じめ，半導体，液晶パネル製造工程など幅広い分野のお
客様にご使用いただいている (2), (3), (4)。

従来，エチレンプラントでのナフサ加熱分解炉（クラ
ッカ）等における液体，気体の状態の成分は，プロセス
用ガスクロマトグラフ（PGC）を用いて測定され，その
測定値を用いて制御が行なわれていたが，分析周期が 5
分から 10 分程度と長いため，より高速な分析計が求め
られていた。一方，当社の NR800 は，液体，気体のい
ずれの状態でも成分を高速に測定することができ，エチ
レンプラントでのナフサ加熱分解炉等の石油化学プロセ
スへの適用が可能である。当社は，NR800 をそのような
プロセスに適用し，１分周期程度の高速測定と高速制御

を実現した。本稿ではその事例を中心に紹介する。

近赤外分光分析概要211

ここでは，近赤外分光分析法の特徴と近赤外分光分析
による定量法について説明する (5)。

近赤外分光分析の特徴2111
近赤外分析計は 1970 年代に実用化された比較的新し

い分析計であり，赤外線の中でも可視光に近い波長（概
ね 900-2500 nm（11000-4000 cm-1））を使用する。

近赤外線は，より長い波長の中赤外線と比較して吸収
が弱いため，長いパス長（光がサンプルを透過する距離）
を用いた測定が可能であり，オンライン計測に応用した
場合に，測定部の閉塞などの心配が少ないとされている。

C-H 結合，N-H 結合，O-H 結合などが近赤外域に吸収
を持つことから，ほとんどの有機物が近赤外分光分析の
対象となる。近赤外域に吸収帯をもたない水溶液中のイ
オンについても，溶媒である水のスペクトルに影響をあ
たえるため，間接的に定量化出来る (3)。

近赤外分光分析による定量法2121
　定量分析は，一般的な吸光光度法と同様に Lambert-
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Beer の法則を基盤とするが，吸収ピーク一点の吸光度を
用いるのではなく，複数（場合によっては数百点）の吸
収点を用いることにより，複雑な多成分計測を可能とし
ている。
　Lambert-Beer の法則より，溶液の吸光度は濃度に比例
することが示される。

ここで，A：吸光度，Iin：入射光量，Iout：出射光量
C：濃度，L：パス長

パス長が一定であれば，以下の単純な関係が導かれる。

b：定数

ただし，この式による濃度定量は，溶媒に対して溶質
が１つの単純な場合などに限定される。多成分系の場合
は，互いの吸収ピークの干渉が発生するため，一点のみ
の吸光度値から濃度値を算出することはできない。多成
分の定量を可能にするためには，以下に示す複数の吸光
度を用いる「拡張された」検量線を用いる必要がある。

この検量線を作成するには濃度 C が既知の複数のサン
プルについて近赤外スペクトルを測定し，濃度とスペク
トル Ai の多数の組み合わせから (4) 式を解いて定数 bi を
求める。bi が確定した後は，未知のサンプルのスペクト
ルから濃度 C が算出できる。
　検量線作成は，濃度以外の内容についても可能である。
密度，粘度，ガソリンのオクタン価，エステル反応の酸
価，果実の糖度など，測定したい項目が分子構造の変化，
成分量の変化等と相関があれば，検量線の作成は可能で
あることが多い。
　このように，近赤外分析計は検量線を用いて多種多様
な測定を実現する可能性を持つ分析計である。

エチレンプラントへの適用311

石油精製プロセス，エチレンプラントの概要3111
図 1に石油精製工程の概要 (6) を， 図 2に石油精製での

最終製品であるナフサを原料とするエチレン製造プロセ
スのブロックフロー (7) を示す。

原油は，まず常圧蒸留装置（蒸留塔）により沸点毎に
分離され，数種類の中間基材に分けられる。図の右端は
製油所の最終製品である。ガソリンの需要が高いため，
需要の低い重質分を様々な装置を用いて改質，分解し，
より軽い中間基材を増やしてガソリン留分を増やす操作
が行なわれる。ナフサはガソリン同様，比較的軽い成分か

ら構成され，エチレンプラントの原料として供給される。
エチレンプラントでは，ナフサは加熱分解炉（クラッ

カ）により炭素間の結合が切断（クラッキング）され，
クラッカを出た分解ガスは，数段階にわたって精留，改
質，分取され，単一成分に精製される。最も重要な成分
はエチレンおよびプロピレンであり，多くの工業製品の
原料となる。近赤外分析計は図の赤い円に示すように，
あらゆるポイントにおいて高速の濃度測定が可能である。
本稿では，ナフサクラッカの入口（液体），出口（気体），
での測定結果を紹介する。

図 11原油の精製工程の概要

図 21エチレン製造プロセスのブロックフロー

近赤外分析計NR800 の設置例3121
図 3に近赤外分析計 NR800 の設置例を示す。クラッ

カ近傍に設けられたアナライザハウス内に近赤外分析計
を設置し，クラッカの入口と出口からのサンプルを引き
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込んでいる。サンプルが測定用フローセルに達するまで
に，フィルタリング，脱泡，温度調節などの前処理を行い，
測定値の外乱を最小限に抑えるよう配慮されている。近
赤外分析計の測定周期は１分前後で運用され，PGC の分
析周期（5 ～ 10 分）と比較して高速であることが評価さ
れている。また，高沸点成分が多いクラッカ入口の測定
では，サンプルを気化させる必要のない近赤外分析計は，
機器のメンテナンスにも利点が多い。

図 31近赤外分析計NR800 設置例

図 3の左下部分は，ナフサクラッカ入口サンプル測定
用のフローセルである。フローセルにはパス長 10 mm
の NR512 を使用した。NR512 は，図 4(a) の NR510 の
周囲に恒温水の配管を施したもので，サンプルの液温を
一定に保持する機能を持ち，保温ジャケットと共に使用
される。

気体のスペクトル測定には，パス長 100 ～ 500 mm
程度の液体の場合に比べパス長が長いセルを用いる。
図 4(b) にパス長 100 mm のフローセルの例を示す。

図 41フローセルの外観

ナフサクラッカの入口側分析（液体分析）3131
ナフサクラッカに供給されるナフサは炭素数が１から

８程度の炭化水素からなり，常温常圧では気体であるメ
タンなどの成分も溶け込んでいる。
図 5にナフサの近赤外吸収スペクトルを示す。運転中

のナフサクラッカから採取したサンプルの他，採取サン
プルに複数の試薬を添加したサンプルも併せ，175 サン
プルを調製しスペクトルを測定した。構成成分の分子構
造に対応するピークが見られ，それぞれのピークの吸光
度はサンプルによって異なることがわかる。

図 51ナフサの近赤外吸収スペクトル

図 6は上記 175 サンプルを用いてベンゼンの検量線を
作成した結果である。相関係数 0.999，予測誤差 0.025 
wt%と，相関が非常に高い良好な検量線が作成できた (2)。
予測誤差は，NR800 測定結果とラボ分析結果の差の標準
偏差である。

図 61ナフサクラッカ入口でのベンゼン検量線作成結果

ベンゼン以外にも以下の 24 項目の検量線を作成し，
良好な結果を得ている。

密度1•
蒸留点（初留点，50%，70%，終点）1•
パラフィン系（総量，C3&4，C5，C6，C7，C8）1•
イソパラフィン系（総量，C3&4，C5，C6，C7，C8）1•
ナフテン系（総量，C5，C6）1•
芳香族系（総量，C6，C7，C8）1•

ナフサクラッカの出口側分析（気体分析）3141
　ナフサクラッカ出口の測定は，成分比率および重質分
の分解残渣を把握し，分解炉の運転を最適に制御するた
めに重要である。入口側の分析結果と組み合わせること
で，より最適なクラッカの運転制御が可能となる。

気体のスペクトルは温度と圧力の影響を受けやすいた
め，厳密な温度制御，圧力制御が求められるが，サンプ
ルのスペクトルと基準分析値（ラボ分析値）から検量線
を作成する，という手順は液体と同一である。図 7に気
体の近赤外吸収スペクトルの例としてメタンとエタンの
場合を示す。図 5のスペクトルと比較して急峻なピーク
が多く，メタンでは分子の回転による細かなピークも多
数見られる。NR800 では，低ノイズの特性を生かし，こ
れらのピークもノイズに埋もれることなく観測すること

NR800

温度調節付きフローセル
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が可能で，液体と同様の手法での検量線を作成できる。

図 71メタンとエタンの近赤外吸収スペクトル

ナフサクラッカの出口での検量線作成用サンプルは入
口側と同様の手法で 33 サンプルを準備した。少量のア
セチレンやブテン，ベンゼンなども測定可能であったが，
今回は最も重要な７成分（メタン，エタン，エチレン，
プロパン，プロピレン，i- ブタン，n- ブタン）に絞って
検証作業を行った。
図 8(a) にプロピレンの検量線作成結果を示す。相関係

数 0.996，予測誤差 0.22 wt%と良好な結果が得られて
いる。図 8(b) は出口側における NR800 と PGC の測定結
果である。測定期間中，0 時から 10 時までと 23 時か
ら 24 時までは NR800 と PGC の値はよく一致している。
10 時から 23 時までは NR800 の方がやや高い値を示し
ているが，概ね傾向は一致しており，実用上問題ない。
まだ検証期間が短く，検討は不十分な点があるものの，
今後のクラッカの高速制御の可能性を示したものと考え
ている。

図 81ナフサクラッカ出口における検量線と時系列トレンド

化学プロセス（ブチルゴム製造プロセス）への適用411

　エチレンプラントによって分留精製された個々の成分
は，様々な分野の化学品製造に使用される。以下はイソ
ブチレン，イソプレンおよび塩化メチレンを用いるブチ
ルゴム製造プロセスへの適用例である。NR800 をプロ
セス内に設置し，パス長 500 mm のセルを用いて連続
的にサンプルガスのスペクトルを採取した。基準として

は同じ測定ポイントに設置された PGC を用い，数週間
で 1000 点を超えるデータを収集した。図 9(a) はイソブ
チレンの検量線（相関係数 0.991，予測誤差 0.19 wt%），
図 9(b) は NR800 の指示と PGC の指示を経時的に比較し
た結果である。NR800 は PGC よりデータ更新周期が短
いため，より早い時期に濃度変動をとらえている。今後
は NR800 を用いて制御を行うことで，イソブチレン濃
度をより安定に制御することができると考える。

図 91イソブチレンの検量線と時系列トレンド

おわりに511

近赤外分析計はこれまでも液体分析計として幅広い工
業プロセスで使用されてきたが，近年気体分析への応用
も広がり，気液両相の多成分高速同時測定として注目さ
れている。エチレンプラント等の石油化学および化学プ
ロセスの分野では，近赤外分析計の特長を生かし，より
安定な制御を実現するための取り組みが行われている。
横河電機は，そのような取り組みに積極的に関与し，製
品を改良し，お客様のプラントの効率改善に貢献する。
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