
穀物向け分析ソリューション
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リソースの有効活用 
高品質の原材料

原料受入
世界的な食糧危機を救うスーパーグ
レインはまだ発見されていませんが、
収穫量が多く、害虫に強い品種の開発
に関する研究は進んでいます。

FOSSの分析ソリューションは近赤外
（NIR）または化学分析に基づく公定

法において使いやすい日常分析のオ
プションを提供します。 

農場
クロップの価値とは？ 出荷前の区分や
ブレンドが必要でしょうか？ いつ、どこ
から収穫を始めるべきでしょうか？ 測
定することなく管理は出来ません。

フォスが提供する生産現場向けソリュ
ーションは、収穫直後のサンプルにお
いても優れた測定精度を提供します。

穀物集積 
穀類、搾油原料、種子類など－迅速で
簡単に高い精度で成分取引や格付け
のための測定できます。 多くの穀類や
搾油原料、種子類はサンプルの前処理
を行うことなく、直接測定を行え、フォス
の技術によって天候にも左右されるこ
となく、適切な結果を得ることが出来
ます。

今日では10,000台以上のフォスの分析
装置が穀物のカントリーエレベーター
などで使用されてい
ます。  インフラテック グレイ
ンアナライザーは世界中の穀物取引
で採
用され、多くの作物において公的認証
を受けた穀物取引における公式測定
装置です。
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より有効に活用するために

荷受 
原材料としての穀物の荷受けにおいて
重要な測定項目は、その原材料の保管
や加工の方法を判断するための情報で
ある水分とタンパク質または油分です。

加工工程
加工段階では継続的な測定が余計な
不測の事態を防ぎ、製造の最適化を保
つための全体像を提供します。

最終製品
出荷にあたり、迅速で信頼性の高い分
析は確証をより確かにします。
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フォスのソリューションは非破壊で小さく繊細なサンプル
を測定する機能を備えています。 さらにはタンパク質、水
分、油分その他のグローバル検量線が予め搭載され、ビー
ル製造の際のグリーンモルトの水分まで測定できます。 
その他の項目についてはフォスの検量線開発ソフトウェ
アを用いてユーザーが独自に追加することも可能で、例
えば稲藁の窒素の測定によってコメの食味に強く影響す
るタンパク質を推定するなどの活用法が挙げられます。 
検量線の高い移植性能は機器をネットワークとして運用
することを可能にし中央センターから全ての設置場所に
おかれた機器の測定結果についても同期することがで
きます。 

公定法分析 
堅牢で信頼性の高いNIRによる間接的な測定法の利点は
明白ですが、公定法による分析は検量線の開発または分

析値に合わせた検量線の調整において必要とされます。 
今日の多忙な試験室では自動化された測定システムの迅
速化と十分に文書化された結果は品質環境管理のため
の必須の要件です。 自動化された化学分析（CA）システ
ムは幅広いラボのニーズに応え、組成や関係する項目に
ついて実績あるソリューションとしてカバーしています。 

品質管理室の環境やラベル表示の条件、製造のプロセス
によって分析量は異なります。 政府機関や品質保証プログ
ラムの遵守をサポートするためにFOSSはIQ（Installation 
qualification）、OQ（Operational qualification）の文書のみ
でなくPQ（Performance qualification）も提供しています。

近赤外（NIR）または化学分析に基づく公定法
を用いた育種 

お勧めのソリューション： 各種サンプル用としてインフラテック
NOVA＋STM、化学分析の自動化としてKケルテックソリューション＋オ
ートサンプラー

検量線開発ソフトウェア
WinISI™ は近赤外分析装置の検量線を開発するため
の総合的なケモメトリクス・パッケージです。 ケモメト
リクスに関する知識が限られていても洗練された予
測モデルを構築できるよう構成されています。

InfratecTM NOVA  
のサンプル・トランスポート・モジュール
STMは本体に一体化されたエレベーター・ユニットと
サンプルを詰めて測定を行うキュベットで構成され
ています。 炊飯米や、グリーンモルト、植物組織、ビー
ルなどの測定を可能にします。 少量のサンプルを非
破壊で測定することが出来ます。 
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25年におよぶ  
検量線開発
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農場で使用できる持ち運び可能な分析装置のアイデア
は新しいものではありませんが、集積場でのインライン
測定には最近まで問題がありました。 

FOSSのオンファーム分析装置(InfratecTM Sofia)は集積場で
成分取引に用いられる結果(インフラテック NOVA または  
インフラテック Sofia)と整合性が保たれています。 イン
フラテックNOVAは世界中の取引で採用され、多くの作
物において公的認証を受けた穀物取引における公式シ
ステムです。

水分値が高いことによる受入れ拒否を避けるため、情報
は大切です。 穀物を需要に合わせた適切な価値となる
よう農地で区分し、混合することが可能になります。例え
ばここ数年、ある市場では0.1%のタンパク値の違いでプ
レミアムの判定を行っています。 

継続的な更新
FOSSのソリューションはインターネットへの接続が可能
です。仮に国際市場から遠く離れた、郊外の農地で測定
されたとしても、実際は統合された物流の中で管理され
ています。  

Webをベースにした更新システムは、季節変動による検
量線の更新や調整、お使いの分析装置を継続的に最新
の状態に保つことを可能にします。測定は農地から食卓
まで信頼性を保つことができます。

標準化された近赤外分析装置による農地での測定

お勧めのソリューション： InfratecTM インフラテック Sofia 

新しい検量線の追加？ 問題ありません
インフラテック Sofiaは小麦、大麦のタンパク質、水分
を測定するプログラムが搭載されており、新たな項目
や測定対象の追加も簡単に行えます。 ご使用のユニ
ットのボタンをクリックするだけでインターネットか
ら簡単にダウンロードすることが出来ます。

使用場所を問いません
収穫機で、トラクターで、乗用車で、InfratecTM インフ
ラテック Sofiaはどこでもお使い頂けます。 持ち運び
可能で丈夫、過酷な条件下でも操作できるようにデ
ザインされたインフラテックSofiaはどこにいても使
用できます。
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ウェイトブリッジでの迅速な測定は近代の穀物集積場で
は必要不可欠です。 今日では10,000台以上のInfratecTM 
が穀物の集積場で使用されています。 インフラテックは
世界中の穀物取引に使用される公的なシステムで、各国
の公的認証を受けています。 

穀類、搾油原料、種子類などのすべてについて、迅速で簡
単に高い精度で成分取引や格付けのための測定できま
す。 多くの場合、サンプルの前処理は必要なく、フォスの

カントリーエレベーターや成分取引のための 
確実性の高い近赤外分析

多くの主要な作物について迅速かつ正確に集積場で測定が行えます。
穀類: 小麦、デュラム小麦、大麦、コーン、オーツ麦、ライ麦、ライ小麦、ソルガム/マイロ、籾米 
油糧種子: 大豆、菜種/キャノーラ、紅花、綿花、ピーナッツ 
豆類: レンズ豆、ソラマメ豆、ひよこ豆、グリーンピース、ルピナス

お勧めのソリューション:  
InfratecTM インフラテックNOVA、 InfratecTM インフラ
テック Sofia, AlphatecTMアルファテックFNO

技術によって天候にも左右されることなく、適切な結果
を得ることが出来ます。 

インフラテックの巨大なデータベースには50,000点を超
える複数年次にわたるクロス・チェックサンプルが含ま
れ、PLSとより堅牢なANN検量線が多くの作物について
組み込まれています。 このデータベースによって、インフ
ラテックは多くの一般的な作物で精度と安定性を維持す
ることが可能になります。
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安定性グローバル検量線 
NIR分析の進歩は、実績のある技術に基づき構築されて
います。 表は幅広い温度帯での測定における小麦中の
タンパク質含量の推移を示しています。

穀物の加工は原材料が世界中のマーケットで取引され
る極めて国際的な産業です。

FOSSのグローバル検量線は20年分以上の収穫から
50,000サンプルを超えるデータを基に開発されていま
す。 検量線は世界各国機関とユーザーの協力によって
定期的に更新されています。

独自の技術であるANN(Artificial Neural Networks)によっ
て予測モデルはより大規模で多くの製品をカバーできる
ものになりました。 検量線は新しい原材料を加えて継続
的に拡張されており、新しいデータによる更新は新しい収
穫の品種をカバーすることが出来ます。

    

  - 5˚ C        +5˚ C +24˚ C       +40˚ C     +45˚ C 

1   10.5         10.5         10.6         10.7   10.8            10.7

2   11.5         11.4   11.4         11.3   11.3            11.5

3   12.5         12.4   12.3         12.2   12.3    12.5

4   13.5         13.4   13.3         13.2   13.4             13.4

5   15.4         15.4   15.4         15.3   15.5            15.4

INFRATEC™ NOVA

公定法分析

小麦 
サンプル

タンパク質含量％

AlphatecTM FNo を用いたフォーリング・ナンバーの分析
標準的なフォーリング・ナンバーの測定は取引される
穀物の品質評価において重要な項目です。
本法は穀物の発芽ダメージを推定するアルファアミラ
ーゼ活性に基づいています。 製パン、製麺、製麦の最
終品質に影響する小麦粉中の酵素活性を最適化する
ために重要です。

新しいフォスのAlphatecTMアルファテックFNOは下記
の革新的な機能を備えたフォーリング・ナンバー測
定機です：

•  クーリングリッドが蒸気の噴出を防ぎ、サンプルセ
ット時の潜在的なケガのリスクを軽減します  

•  サンプルバスは独立し、高温面との接触や不注意
による火傷のリスクを軽減します  

• 噴きこぼれた熱湯は直接排液として排出されま
す  

•  ユーザーフレンドリーなインターフェースとタッチ
スクリーンは、どなたでも簡単に操作を学ぶことが
できるので、トレーニングのためのコストを削減で
きます 

容積重モジュールは迅速かつ正確に穀物の容積重を測
定できます。

機器群ネットワーク 
成分取引における分析は設置場所に関わらず疑いの余
地なく信頼でき、統一されていなければなりません。－イ
ンフラテックの機器群管理ネットワークにおいて、どこに
設置されていても一定の測定結果を提供することによっ
て、効率的に実現することは必須条件です。 多くの主要
な穀物原産国ではANN検量線とインフラテック・システ
ムを使用しています。

インフラテックのネットワークは産業・行政当局から認知
された1991年当初から、現在ではグローバルネットワー
クとして7,000台以上のリンクを持つまでになりました。

小規模な穀物集積場
ランク付けとマーケティングのため穀物の品質について
知ることは小さな穀物収集場においても重要です。 イン
フラテック Sofiaは低予算で信頼性高いインフラテックと
標準化された分析装置です。 

インフラテック Sofiaはインフラテックと互換性のあるデ
ータベースに基づいて測定を行います。 新しい検量線
がリリースされた場合、インターネットから簡単にダウ
ンロードして移植することが可能で、お使いのインフラ
テック Sofiaを常に精度と信頼性高い状態に保つことが
出来ます。
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フォスのソリューションは、小麦粉、セモリナ粉、大豆かす、
グラウンド小麦、中間製品およびコーンミールの受入れ
時に重要な価値の付加を可能にします。 

製粉工場では入荷時に全粒のバッチ全体の水分とタン
パク質が測定されています。 こうして穀物を理想的に配
合し、以降の製粉工程における製品の品質を保つことが
出来ます。 測定値は加水のプロセスにも活用できます。
エネルギーや水分の使用を、原料の状態に合わせて最
適化することが出来ます。 

入荷時の容積重測定のための卓上型分析装置
堅牢で、使いやすい卓上型のソリューションはウエイトブ
リッジにおける事実上の即時検査にお使い頂けます。 水
分、タンパク質の測定に加え、穀物の容積重の測定も正確

に行えます。 容積重は穀物の格付けにおいて広く用いら
れる指標で、品質等級、歩留まりの目安として活用されて
います。 水分量、天候、粒のサイズ、比重、パッキングファ
クターなどが容積重に影響します。 また容積重はサイロ
管理ツールとして使用され、サイロの保管スペースを最
適にするために活用されます。

穀物荷受けの際の工程分析 
FOSSのProFossTM whole grain analyserによって、最近、
近赤外を使った定期的な穀物の配送の測定コンセプト
は、また一歩前進しました。 このシステムは特別にデザ
インされたサンプルインターフェースを用い、バッチ全体
を測定でき、穀物は一般的なパイプや移送システム内で
そのまま分析を行えます。 分析のデータは連続的にお使
いの制御用コンピューターに送られます。

製粉における荷受けと加工工程に

灰分は重要です：最新レベルのNIR技術を用いた精度が製粉における歩留まり
の向上に貢献します。

お勧めのソリューション： InfratecTMインフラテック  NOVA、ProFossTM プロフォス　全粒
穀物用、 NIRSTM DS2500、NIRSTM DA1650、AlphatecTMアルファテックFNO
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迅速なルーチン分析専用のフォスの分析装置は製粉にお
いてより高度な見識を提供し、伝統的な製粉の品質管理
に新たな常識を生み出します。

信頼性の高い水分、タンパク質、灰分、グルテン、吸水率
を含む重要な測定項目のデータに基づいて、製粉プロ
セス全体と最終製品の品質の安定性を高めることが出
来ます。 例えば、灰分のような重要な測定項目の精度が
新たなレベルに達すれば、歩留まりは改善されます。 測
定装置は高い堅牢性をもち、ISO 12099 スタンダードに準
拠しています。 NIR測定装置はラボ、または製造現場での
日常分析に合わせてデザインされています。 

試験室または管理室で
工場に働く誰もが迅速かつ簡単に測定できる卓上の分
析装置で、最新のNIR技術が使用され、操作はサンプル
をカップに入れてセットするだけです。 1分以内に結果

はディスプレイに表示されます。 工程管理において卓上
型のソリューションは複数の工程でご使用いただけます。 

プロセスの監視 
インライン型のNIR分析装置は加工工程に直接活用す
ることが出来ます。 ProFoss™ のような数秒ごとに測定を
行えるソリューションは工程の重要な情報をリアルタイ
ムで提供し、製品の品質を最適化し、利益率を向上する
ことが出来ます。

トレンドチャートとムービング・アベレージ機能を用い
て工程でのばらつきをモニタリングすることで、ラボ
用の分析装置に比べ工程でのばらつきをより小さい
SEP（standard error of prediction）で検出することが出
来ます。 数秒後には新しい測定結果が送られてくるため、
なんらかの理由で１つの結果に間違いが起きたとしても
全体の結果には影響しません。

NIR分分分分分分分分分分分分分分 
プロセスにおいて
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管理を行います 
搾油原料の取引、搾油、精製、加工食品または伝統的なオ
リーブオイルなど、どの分野であっても簡単でタイムリー
に得られる信頼性高い測定結果は、品質と利益率の最適
化のための製造管理における有用なツールとなります。 
重要な管理項目の分析結果は迅速かつ、ラボへの負担を
軽減するため簡単に得られ、製造現場でのやり直しを回
避することで最終製品の品質を向上させ、原材料の有効
活用を可能にします。

搾油におけるポイントは荷受け時の原材料の品質管理
から始まります。 製造サイクル全体を通じて、FOSSの分
析ソリューションは迅速で信頼性の高い情報をシンプ
ルで便利な方法で提供し、利益率の改善に役立ちます。  

FOSSソリューションが搾油の分野で油糧種子原料の荷
受けで油分の量に応じた支払いに役立てられている一
例を紹介いたします。 他にも植物油の例をご紹介しま
す。 25t／時間以上の食用油が一般的な植物油工場で処
理されています。 遊離脂肪酸（FFA）の量は処理量に由来
します。少なすぎればFFAをすべて除去できず、多すぎれ
ば不要な廃棄を増やすことになります。 フォスのソリュー
ションが提供する信頼性高く、頻度の高い情報は、製造を
管理し、やり直しのリスクを軽減する有用なツールで、最
終的には収益を改善します。 

油糧種子の荷受けと搾油

お勧めのソリューション： InfratecTM インフラテック NOVA、 NIRSTM DA1650 オイルシード・クラッシ
ュ・アナライザー、 NIRSTM DS2500、 ProFossTM プロフォス Soya、 OliviaTMオリビア、 XDSTM ラピッド・
リキッド・アナライザー
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1. 原材料の適正価格－油糧種子の油分、水分の客観的な測
定に基づく価格設定

2. 入荷時、出荷時の品質－精製工程前の迅速で正確な粗油
分の測定や搾油工程前の油分の確認

3. やり直しの回避－重要な管理項目に関する連続した情報
をもとに製造を行うことでやり直しを回避

4. 利益のためのクラス分け－オリーブ油がIOOCスタンダー
ドに適応するかの迅速で正確な指標はバッチのクラス分け
を可能にし、利益を向上

5. 試験室の作業の効率化－迅速で安全性高い湿式化学分
析の標準法の実施 

6. 即時対応－重要な情報を必要な時に入手でき、直ちに対
応を可能に

7. 自動制御でオペレーションを改善－包括的なFOSSのプロ
セス管理ソリューションは24時間体制で完全に自動化され
たモニタリングとコントロールを可能に

8. オンサイトの試験室－実用的でシンプルなFOSSソリューシ
ョンは外部試験室からの結果持ちの時間を不要に

9. 製品の安定性がブランド力を向上－最終製品のチェックで
規格への適合を顧客に証明

オール・イン・ワンの豆類分析 
インフラテックNOVA は受入れ時の油分・水分の管理に
お使い頂けます。 STM（sample transport module）をオ
プションに加えることで、同じユニットで大豆かすの水
分、脂肪、短の悪質、繊維をプロセスの最後に分析する
ことも可能です。

油分の迅速な測定 
FOSS XDSTM ラピッド・リキッド・アナライザーのような近
赤外ソリューションの使用により、試験室でもアットライン
でも、液体や粘性の高い懸濁液のどちらも測定することが
出来ます。 FFA、水分、亜リン酸、ヨウ素価、K232、K270、過
酸化物価の測定が1分で行え、植物油の精製工程の管理
や、オリーブ油のクラス分けを行えます。

オリーブ油製造の歩留まり向上
スマートに、簡単に、オリーブペーストの油分、水分の迅
速な分析ができる OliviaTM オリビアは圧搾プロセスを
効率化し、歩留まり向上のための一般的なツールです。 

インラインNIRによる最適なプロセス管理 
大豆かすの製造プロセスで直接行う水分、タンパク質、
油分の連続的な測定は効率を上げるために役立ち、品
質や利益を向上させます。

FOSSソリューションの主なアプリケーション

油糧種子と食物油分野におけるFOSSソリューション採用の9つのメリット 
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透過式、反射式の近赤外分析装置
FOSSソリューションでは目的に合わせて近赤外装置の透過式、反射式の
技術を使い分けています。 穀物を全粒で測定する場合は透過式を採用
し、InfratecTM インフラテック NOVAは比類ないパフォーマンスを実現して
います。 測定は850 – 1050 nmの低い波長域で行われます。 エネルギーの
高い短い波長は、表面だけでなく、より深く粒に透過して粒の内部の情報が
得られるため、高い再現性が得られます。 

反対に、混む具このようなサンプルの測定では、反射式で1100nmから
2500nmの幅広い波長域の使用が灰分はじめ水分、タンパク質、色相など

の重要な管理項目の測定に適しています。 DS2500FOSSのソリューション NIRSTM は 独自の技術で比類ないS/
N比を実現し、灰分やその他の微量成分の測定で必要とされる精度を提供します。 測定カップの回転とサブス
キャンの測定で結果の精度は向上します。 

技術の概要

製造プロセスにおける近赤外分析
近赤外分析装置は ProFoss™ プロフォスの使用によって直接製造の配管ちも設
置できます。 例えば製粉工場において、プロフォスは製造ラインに直接接続し、
パイプ内を移動する製品の水分やたんぱく質、灰分を数秒単位で測定すること
が出来ます。 結果は工場のライン制御質にあるコンピューターに出力され、直
感的なインターフェースに図式的に表示されます。 

測定には強力なデュアル・ランプを光源としており、光は直接、またはオプティカル・ファイバーを通してサンプ
ルに照射されます。 光はサンプルに相互作用し、反射光または透過光がダイオードアレイのセンサーに検出
されます。 すべての波長域が瞬間的に測定され、高速で移動するサンプルの測定における高い精度を実現し
ます。 検量線の移植も可能で、FOSSのOPCインターフェースを介して、またはアナログのシグナルを用いてプ
ロセスの制御システムに統合することも可能です。

ネットワーキング・オプション
Mosaic™ モザイクは遠隔での管理、設定、校正を可能にするネットワーキン
グのためのソリューションです。

標準化された機器群によって構成されたネットワークでは、ネットワーク管
理センターがすべてのユニットが作業者や設置場所に影響されず、同じパフ
ォーマンスを示すよう管理しています。 また、マスター機は検量線の精度の
維持にも使用されています。 ネットワーク全体をネットワークセンターから簡

単にアップデートまたは新規検量線導入などのアップグレードすることも可能です。 校正のためにかかる費用
は軽減さえ、管理業務を簡素化し、繰り返しの作業は不要になります。 
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検量線と移植性能 
FOSSの分析装置の背景にある大切な原則は、どの分野にお
いても有意性を維持するにはシンプルであるべき、というこ
とです。 近赤外装置の分野であれば、ANN（Artificial Neural 
Network）標準検量線がFOSSソリューションのキーパーツと
なります。 堅牢で安定性の高い、あらゆる天候、地域を網羅
した25年にわたる収穫に基づくデータが、検量線を穀物分
析の実施における独自の立場に到達させました。 InfratecTM 
のNIR検量線は全粒小麦と大麦のタンパク質、水分測定のヨ
ーロッパ標準となっています。

新しいモデルは旧世代の検量線データベースにも互換性を
持っています。 こうしてデータベースは今日では最大50,000

サンプルを超えるまでに拡大していったのです。 世代を超えた継続的なデザインの改良は機器の安定性とユニ
ット間差を改善し、検量線の移植性を高め、移植後の調整がほとんど不要なまでになりました。 

図のようにANN検量線の安定性は長期間保たれます。 過去5年
の中央値（予測）から計算したタンパク質推測値の誤差の平均。
ピンク＝グローバルANN、青＝ローカルANN

小麦と大麦のタンパク質の安定性

イメージングの技術－新たなフロンティアへ
画期的なイメージ分析装置が開発されました。穀物の荷受けにおいて
FOSS の EyeFossTM アイフォスは世界で初めて客観的な評価を提供しま
す。 イメージングの技術を採用した穀物の客観的評価用プラットフォー
ムは目視による品質チェックに代わる可能性を秘めています。 この技術
は10,000粒の穀粒の異物や異常粒（発芽ダメージ、霜、カビ、着色など）
を10~15種類の欠陥として約3分で分類できます。 アルゴリズムの一部
はデシジョン・ツリーに基づいて、シンプルな理論と画像から140の特
徴を抽出した高度なニューラル・ネットワークモデルの組み合わせに
より構成されています。

自動化されたラボ・メソッド
ケルダール法やデュマ法のような標準法は常に利便性が高い方法で
はありませんが、基本的な手分析法として、また製品への表示を目的と
した測定として不可欠です。また、フォーリング・ナンバーは穀物の集
積場において天候によるダメージを検査する唯一の有効な方法です。 

FOSSの自動化されたラボ・ソリューションは多くの革新的なデザイン
により、迅速で費用効率の良い安全かつユビキタスな測定を可能にし
ました。 例えばAlphatecTMFNOのクーリングリッドは、 サンプルをセッ
トするときに高熱の蒸気と接触を防ぎます。 ケルダール分析では、the 

KjeltecTM ケルテックの自動化されたバッチハンドリングはサンプル処理数を増加させ、デュマ法ではDumatecTM  
デュマテック 8000が酸素とヘリウムの消費の最小化に必要な高い精度での燃焼の管理を可能にします。 

2006-2013年の収穫

D
ev
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インフラテックNOVAは今までにないスピードと使いやすさで穀物
の測定を従来機よりも20％速く行えます。 フォスのDynamic Sub-
sampling™ 技術により、機器は正常なサンプルをスキャンデータ
で認識し、素早く処理します。正常でないサンプルについては多く
のサブサンプルを収集します。 完全なネットワーク化と機器間差
の少なさで、結果の安定性に関わる機器群管理に必要な作業を
軽減します。 粉体用や容積重などのオプションモジュールもあり、
サンプルの取扱いも柔軟です。さらにソリューションにはすべての
段階における農作物の取扱をカバーしたすぐに利用できるアプリ
ケーションが含まれています。 

測定項目水分、タンパク質、油分、容積重、その他
主なユーザー：穀物の生産者またはトレーダー 
技術近赤外分光分析（NIR）
サンプル：
穀類： 小麦、デュラム麦、大麦、コーン、モルト、グリーンモルト、オー
ツ麦、ライ麦、ライ小麦、ソルガム/マイロ、籾米、玄米、精米 
油糧種子： 大豆、菜種/キャノーラ、紅花、綿花、ピーナッツ 
豆および豆類： レンズ豆、ソラマメ豆、ひよこ豆、グリーンピース、
ルピナス 
小麦粉およびミール類： 小麦粉、セモリナ、大豆ミール、ライスミール、
サンフラワーミール
その他：DDGs、ビール、ウィスキー、スピリッツ、麦芽汁

持ち運び可能なインフラテックSofiaは穀物のタンパク質、水分、油
分などを産地または小規模の集積場で測定しています。 小麦、大
麦、キャノーラの検量線を搭載し、それらの検量線は公式認証を受
け、穀物集積場で幅広く使用されているインフラテックのデータに
基づいています。

測定項目：水分、タンパク質、油分
主なユーザー：大規模農場など
技術：透過式近赤外分光分析 
測定時間：3分以内、前処理なし
サンプル：小麦、大麦、菜種、ライ小麦、ライ麦、オーツ麦、デュラム麦

インフラテックNOVA

インフラテックSofia
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Profoss™ は高解像度テクノロジーを採用した製造プロセスのモニタ
リングのためのインラインのプロセス分析ソリューションです。 利点
には歩留まりの向上や原材料の使用の最適化と製品品質の安定化
による利益の向上が含まれます。

既存のソリューションの数 ：々

• 移送システムでの連続測定を目的とした荷受けにおける全粒穀 

 物へのプロフォスの利用 
 
• 小麦粉の製造パイプでの連続的な直接測定を目的として製粉工 
 場でのプロフォスの利用 
 
• 最終工程での大豆ミールの連続測定を目的としたプロフォスの 
 利用  
 
測定項目：タンパク質、水分、灰分、油分（アプリケーションによる）
主なユーザー：穀物または大豆の製粉業者
技術：反射式近赤外分光分析
測定時間：数秒で結果を表示
サンプル：全粒穀物、小麦粉、大豆

XDS ラピッド・コンテントおよびラピッド・リキッド・アナライザーは
迅速に非破壊で個体、高粘度サンプル、液体を測定でき研究目的の
利用に最適です。 高度なNIR技術と400－2500nmのフルスペクトラ
ム、高性能の分光器は最高のパフォーマンスと汎用性をあらゆる測
定項目で発揮します。
XDS ラピッド・コンテント・アナライザーのオプション、オートサンプ
ラーの利用で複数サンプルを無人で測定できます。 最大50サンプ
ルをノンストップで測定可能で、サンプルの測定数とラボの効率が
向上します。 

測定項目：ご利用のアプリケーションによってタンパク質、脂肪、水
分、繊維、でんぷん、アミノ酸など多数
主なユーザー：ラボまたは食品・飼料製造業者 
技術：反射式近赤外分光分析、透過式近赤外分光分析
測定時間：3分以内、前処理なし
サンプル：アプリケーション多数－微粒子の粉体から顆粒、ペレット、
フォレークを含む固体、液体やペーストについては専用のリフレクタ
ーを用いて透過反射光を使用

XDSTM ラピッド・コンテントおよびラピッド・リキッド・アナライザー

ProFossTM プロフォス
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NIRS DS2500は製粉業においてタンパク質だけでなく灰分の測定
でも極めて高い精度を提供し、歩留まりの向上に役立ちます。 堅牢
性を兼ね備えた近赤外（NIR）のパフォーマンスが、いつでも、どこで
も、だれでも可能な高精度の灰分測定を可能にします。 

DS2500の測定範囲は400-2500 nmです。 2つのディテクターを備え、
一方はシリコン製で400-1100 nmを、他方は硫化鉛製で1100-2500 
nmを検出します。 スペクトラム分解能は0.5 nmで最大4200データ
ポイントの収集が可能です。

測定項目：タンパク質、灰分、水分、色相など、アプリケーションに
より多数
主なユーザー：製粉業、製油業
技術：近赤外分光分析（NIR）
測定時間：1分以内、前処理なし
サンプル：小麦、小麦粉、油糧種子またはその製品

NIRS DA1650は製粉工場に安定性の高い専用の品質管理ツール
を提供します。多くの製品タイプに対応し、投資に永続的なリター
ンを期待できる機能を備えています。

製油工場でもNIRS DA1650は全粒、ケーキ、フレーク、ミール、油に
ついて、だれにでも信頼性高い測定を可能にします。さらにネットワ
ーク機能とシンプルなタッチスクリーンでの操作は、その他のNIRソ
リューションに比べ維持管理費を軽減します。

いずれのモデルもISO 12099 準拠でIP65に適合します。防塵、防水
構造で、ラボだけでなく製造ラインでも、高精度の日常分析を行う
のに最適です。 

測定項目：タンパク質、灰分、水分、色相など、アプリケーションに
より多数
主なユーザー：製粉業、製油業
技術：近赤外分光分析（NIR）
測定時間：1分以内、前処理なし
サンプル：小麦、小麦粉、油糧種子またはその製品

NIRSTM DS2500

NIRSTM DA1650 製粉／製油用分析装置
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世界初のイメージ解析装置は全粒穀物の客観的な品質検査に最
適です。入荷する穀物を迅速に、安定的に検査し、収穫期の作業の
負担を軽減します。 ボタンを押すだけの作業で客観的に穀物の品
質を評価でき、いつでも、どこでも集積場のネットワークを介してモ
ニターできます。 

EyeFossTM アイフォスは小麦と大麦について現在、以下の評価が可
能です： 

小麦： 
製粉出来ない物質、別の作物の混入、着色粒、赤かび粒、霜害、穂発芽
Type 7B 種子類 （大麦、オーツ麦、カラス麦、サイアオーツ、ライ小麦、
シリアルライ、ヒルガオ、カブの種子、スペアグラス） 
大麦： 
別の作物の混入、ラディッシュポッド、カビ汚染、着色、剥離、破損
Type 6 種子類 （小麦、ライ小麦、シリアルライ）
Type 7A 種子類 （オーツ麦、ワイルドオーツ、ブラック／ブラウンオ
ーツ、スペアグラス）

AlphatecTM アルファテック FNOは、発芽ダメージや製パン製麦などに
おける酵素活性を調べるための最新の安全性の高い標準方法です。

安全で使いやすいソリューションはAACC 標準法であるAACC 56-81B 
‘Determination of Falling Number’の測定に新しい選択肢を提供し
ます。 Alphatec FNO のスチームの噴出を最小限に抑えられるよう
特別にデザインされたクーリングリッドは潜在的なケガのリスクを
軽減します サンプルバスは十分に断熱されているため、高温面と
の接触や不注意による火傷のリスクが軽減されています。 噴きこ
ぼれは直接排液に流され、高温のお湯が実験台や作業エリアにこ
ぼれるのを防いでいます。 タッチスクリーン・インターフェースは、
どなたでも簡単に操作を学ぶことができるので、トレーニングのた
めのコストが軽減します。

測定項目：穀物および穀物粉の天候による損傷、アルファアミラー
ゼ他の酵素活性
サンプル：全粒小麦

AlphatecTM FNO

EyeFossTM  アイフォス
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精度、安全性、信頼性の高いラボ分析のための特許
取得のテクノロジー 
湿式分析の分野においても、FOSSの実績あるソリューションは日常分析をよりシンプルに行うためにデザインされて
います。 フォスが根本的な改良を加えたケルダール法、ソックスレー法、Weende法、van Soest法など多くの国際標準
として認められる化学分析法は、ラボの時間とコストを節減します。

FibertecTM ファイバーテックシステム

KjeltecTM ケルテックシステム

SoxtecTM ソクステックシステム

分解システム

デュマ法

FibertecTM ファイバーテック 8000 は高度に自動化されたソリューションで、無人で粗繊
維、デタージェント繊維を定量し、ラボの安全性を高める革新的な機能を有しています。 
ファイバーテック8000は他の繊維分析ソリューションに比べ、作業時間が短く、最大6検
体まで同時に処理できます。

The KjeltecTM ケルテック 8000 シリーズは3モデルで構成されています： 8100、8200 およ
び 8400は簡便かつ安全な蒸留処理を様々な自動化レベルで提供します。 ケルテック8400 
は 8420 または 8460 サンプラーおよび Tecator AutoLift 分解ユニットを組み合わせ、最
先端の自動化されたケルダール分析を提供します。 AOAC、ISO認証

FOSSのSoxtecTM ソクステックシステムは迅速で安全な脂質の分析をさまざまな自動化レ
ベルで提供いたします。 ソクステック 8000 シリーズは抽出ユニットと加水分解ユニット、
各ユニット共通のフィルターから構成され、酸分解から抽出まで一貫して作業が行えます。

一体化されたプログラム可能なコントローラーを備える分解システムは、ケルダール分析
において経済的で効率的な分解工程を実現します。 個別のニーズに合わせて組み合わせ
ることができ、1日に数個のサンプルを処理する装置から、完全に自動化された高いサンプ
ル処理能力を提供するシステムまで用意されています。

Dumatec™ 8000は迅速で便利なデュマ法による窒素／タンパク質の測定装置で、忙しい
ラボに 1 サンプルあたり 3 分間、低コストで信頼性の高い燃焼法の分析を提供します 革
新的な機能でスタートアップの時間を短縮し、消耗品の寿命を延ばす工夫がなされてい
ます。さらにソフトウェアがデスクトップでの操作とトレーサビリティ機能を提供します。

サンプルミル

FOSSは穀物生産チェーンにおいて分析が行われるすべてのサンプルタイプに適合する
前処理装置を提供しています。
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Mosaic™ モザイク
Mosaic™ モザイクは遠隔での管理、設定、校正を可能にするネットワーキングのた
めのソリューションです。 FOSSのNIR専門チームが機器のパフォーマンス向上のた
めのすべてのアップデートと検量線調整を中央管理で行います。 作業時間を短縮
できるだけでなく、管理費用も軽減できます。
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FOSS のソリューションは分析に対するお客様の投資に最大限お応えします。 新しいサービスプラン FossCare で
は、保証期 間の延長を含む柔軟なプランを提案いたします。 定期的 なメンテナンスを受けて頂くことで機器を長
期間理想的な状態に保ち、安心して運用して頂けます。 

メンテナンスの重要性について
どの分析ソリューションでも機器の理想的なパフォーマンスを保ち、長期間お使い頂くためには、定期的なメンテ
ナンスの実施が大切です。 機器が長時間使用不能になることを避けるためには、工場の基準に従い、消耗パーツを
予防的に交換する必要があります。 適切なメンテナンスの実施によって、信頼性と安定性を高いレベルで維持する
ことが可能になります。 

定期的なメンテナンスの実施に加え、世界中で 30 0名を超えるサービス、アプリケーション、ソフトウェア、検量線の
スペシャリスト達がお客様の機器の安定した運用をサポートいたします。 

FossCare™ サポートプランの利点:
• プランによって最大 4 年間の保証期間の延長が可能
• 定期点検：機器の診断、清掃、調整、評価
 微調整や再キャリブレーションを含む
• 消耗パーツを予防的に交換し、ダウンタイムを短縮化 
• 安定した精度と信頼性の高い結果の提供が可能 
• 定期メンテナンスの実施時期はご相談（ご希望を伺います）
• エンジニアによるお電話でのサポート
 
 
 

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

機器の安定した運用をサポート FossCareTM サポー
トプラン 
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キャリブレーション、管理、 
機器の構成の集約化
複数の拠点を持つ穀物、製粉企業には FOSS の洗練されたネットワーキングツールによるインターネットを
利用した機器の遠隔モニタリングや診断をお勧めします。 ソフトウェアを用いて、内部、外部の専門家が、地
域に関わらず FOSS の分析装置のモニタリングや構成の確認を正確に行えます。 検量線の更新やバイアス
の補正も集約して簡単にかつ安全に行うことが可能で、システムはネットワークを通じて日々のバイアスのモ
ニタリングも受けられます。

        インターネットを通じて機器を直接 FOSS にリンクすることも、移行されてきた
データ受け取ることも可能なので、機器のバックアップ体制には自信を持っていま
す。」 

「．．．FOSS のネットワーキングのおかげで’安心’が得られました。私たちは FOSS の
スペシャリストが機器の監視と管理を行ってくれていることを知っています」 「機器
の診断や検量線の管理に関連する煩雑な作業はすべてアウトソースしています」 「
ネットワーキングによって全体のセットアップのパフォーマンスは常に最適化され、
私たちは実際のビジネスに集中することが出来ます。」

「．．．スロープ/インターセプトの調整などは私の専門ではないので、FOSS に依頼
できるという選択肢は価値があります」

「．．．多くの機器を管理する上で、セキュリティや管理の集約はネットワーキングに
とって非常に重要です。」 「煩雑な作業を FOSS に依頼することによって機器のオペ
レーションはもはや現地のスペシャリストに頼ることはなくなりました。」



フォス･ジャパン株式会社 
東京都江東区
東陽2-4-14
三井ウッディビル1階

Tel.:  03 5665 3821
Fax:  03 5665 3826

info@foss.co.jp
www.foss.co.jp P/
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共通の値– 穀物の国際流通における
分析の基本的な役割    
今日、分析装置は -5 ˚C から + 45 ˚C 
の環境下で穀物のタンパク質分析を0.1%以内の誤差で実現できるほどに
安定しています。実際、フォスのInfratecTM グレインアナライザーは世界中
の産地から収集された10,000点を超える検量線データベースに基づいて
います。

この独自の技術とプラットフォームは数十年にわたる穀物産業との事業
によって構築されました。フォスは最も包括的で将来性の高い分析ソリュ
ーションを提供することによって、穀物・製粉の加工現場でのオペレーショ
ン改善に貢献します。  改善を期待できるポイントは一連の穀物の品質管
理における全ての段階で存在しています。  

FOSS は世界中に1200名の社員を持つ個人所有の企業です。 FOSS は研究
開発と製造の拠点をデンマーク、中国においています。 25 ヵ国の支社と 70 
社を超える専任の販売代理店が各国で製品とサポートを提供しています。

より詳しくはwww.foss.dkをご覧ください。


