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1874 最初の分光器の開発

1924 プルフリヒが分光計を開発  –   
 分光分析の基礎となる分光器を  
 イエナで開発

1937 最初の炎光光度計 – カールツァイスが 
 フレーム光度計の技法を確立  
 

1963 SPEKOL® と SPECORD® でプルフリヒの 
 分光光度技術を飛躍的に向上

1969 商業用製品としての最初のフレーム原子吸光  
 分析装置の原型を開発

1971 カールツァイスイエナ社で   
 最初の原子吸光分析装置AAS1を発売開始

1982 最初のマルチチャンネルシステム（MCS）の  
 同時測定が可能なUV/VIS分光光度計を開発

1993 交差加熱型の最初のグラファイトファーネス 
 原子吸光分析装置をカールツァイスが発表

2000 世界初の可変磁場と３フィールドモードの 
 交差加熱型ゼーマンファーネス原子吸光分析　
　　　   装置を発表

2004 アナリティクイエナ社が世界で最初の  
 高分解能連続光源原子吸光分析装置(HR-CS 　　
　　　　AAS) を発売

2006 グラファイトファーネス型の連続光源  
 原子吸光分析装置を開発

分光分析での 150 年以上の     　　　
確かな経験と技術
アナリティクイエナ社は、優れた性能・精度と品質で、高い信頼と評価を頂いているグローバルな
分析機器メーカーの１つです。  
その起源は、エルンスト・アッベとカール・ツァイスが発明した分光器から始まり、今日に至ってい
ます。 
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交差加熱型グラファイトファーネス
機能性を重視したデザインで、複雑なマトリックスや
耐火性の元素など、多様なサンプルや元素に対応できま
す。

信頼できる自動化測定
AS-F, AS-FD フレームオートサンプラーと AS-GF ファーネス
オートサンプラーは、自動希釈や濃縮、自動干渉抑制剤添
加、自動深さ調整など、自動化の為に必要な試料調製や
サンプリング機能を備えています。　優れた精度と正確さ
を極めたオートサンプラーは、原子吸光分析の完全な自動
化を実現し、ルーチン作業を含めて 24 時間の無人運転を
可能にしました。

全ての測定領域をカバーする原子吸光分析装置
novAA® シリーズは、単元素測定とシーケンシャル多元素
測定のすべてをカバーします。
novAA® シリーズは、性能、多才さ、オートメーション、信頼性、
および柔軟性など優れた機能を結合しました。調整可能な
パラメータ、柔軟な分析システム、および高い精度は、現
代の分析の要求に必要な機能をすべて備えています。

novAA® シリーズ
novAA® シリーズは、フレーム、ファーネス、水素化物分析
に対応する novAA®400 P とフレームと水素化物分析に対
応する novAA®400P F 、ベーシックモデルの novAA®350
の 3 機種です。測定の内容によって最適な装置をお選びく
ださい。 

 
すべてのシステムが機能性と高い性能をあわせ持つインテ
リジェントなデザインの装置です。

ユニークな技術を集約した原子吸光分析装置   

分光分析装置開発の10年以上の経験による制御技術とファーネスデザインは
novAA®シリーズの装置にも取り入れられています。 

 ■ 8 本ランプチェンジャーで最大の自動化とサンプ
ル処理能力

 ■ シングルビームおよびダブルビームの切り替えが
可能

 ■ D2 バックグラウンド補正
 ■ コード化ランプの為の自動認識機構 RFID ツール

(novAA® 400 P シリーズ )
 ■ 高輝度ランプ電源内蔵　 (novAA® 400 Pシリーズ )
 ■ グラファイトチューブ内の試料の注入・乾燥を観察

できる高性能ビジョンツール (novAA® 400 P)
 ■ 固体試料の直接測定  (novAA® 400 P)
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様々な要求に応えます 

多彩でユニークなサンプル導入法
液体サンプルだけでなく固体直接サンプル導入にも対応し
ます。しかも 2 つのテクニックの切り替えも簡単です。

ASpect LS ソフトウェア
ソフトウェアのコンセプトは、ルーチン分析で使いやすいこ
とはもちろんですが、メソッド開発やメソッド最適化などに
も、ユーザーニーズに応じた自由度があることです。品質
管理分析への対応性やバリデーションなどの機能も充実し
ています。 

10 年間の長期間保証
石英コーティングの光学素子と分光器のカプセル化は、実
験室の腐食性の環境から分光器を隔離保護し、性能の維
持と長時間の安定性を保証します。アナリティクイエナ社
の原子吸光分析装置に搭載されている分光器は、10 年間
の長期保証が基本です。

バーナーネブライザ―システム
何世代にも渡るアナリティクイエナ社の原子吸光分析装置
の発展の中で改良されてきた、チタン製バーナーとネブラ
イザーのシステムは、フレーム分析に優れた安定性と高い
再現性を保証します。

 ■ チタンバーナーと耐腐食性のネブライザ―で最高の性能
を実現

 ■ 理想的なエアロゾルの生成と効率のよいサンプル導入
のミキシングチャンバー

 ■ 全自動ガスボックスがすべての工程での安全性を保証
 ■ 最高の結果を得る為のバーナー高さの全自動調整

安全性を考慮したデザイン
信頼できるコントロールシステム – セルフチェックシステ
ムは、様々な異常を事前に検知する、全てのパラメーター
のチェックシステムです。 トラブルフリーの全自動分析を
約束し、測定コストの削減にも役に立ちます。

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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交差加熱型グラファイトファーネス –  
最先端のファーネス技術
交差加熱型グラファイトファーネスは、最適なサンプル加熱や  　　　　　
迅速なサンプル測定には不可欠です。

独自のファーネスデザイン
アナリティクイエナ社の長年の経験と先進技術で開発さ
れた、独自設計の交差加熱型グラファイトファーネスは、
チューブ内を均一に加熱し、理想的な原子化状態にします。
この特徴的なグラファイトファーネスは、アナリティクイエ
ナ社の全てのファーネス原子吸光分析装置に使用されて
います。このファーネス方式の優れている点は、サンプル
マトリックスの影響を最小限に抑え、メモリー効果を軽減し
て原子化シグナルのテーリングを最小限に抑えた事です。
さらに、従来の加熱方式で問題となっていたグラファイト
チューブ両端の低温度部位で発生する再凝集による汚染
や干渉、感度の損失が無くなりました。バナジウムやモリ
ブデンの様な耐火性元素のテーリングも減少しました。従
来の方式では困難であった固体の直接導入測定も可能と
なり、アプリケーションの範囲も飛躍的に広がりました。 

センサーレスアダプティブ温度コントロール (STC) は、 プ
ログラムしたファーネス加熱条件と実際の温度を常にモニ
ターしています。この機能によって、薬品などによる腐食
や加熱によるグラファイトの消耗等のチューブ劣化を速や
かに感知し、正しい温度に補正します。グラファイトチュー
ブ内の温度は、ユニークな発光を利用した指数高温測定
技術を使用して、常時モニター・較正しています。またファー
ネスコントロール機能では、新しいチューブを最適な測定
状態に自動調整し、チューブの劣化状態と寿命もモニター
し、ファーネス全体の状態をチェックします。研究用やルー
チン分析のデータの信頼性が常に維持できます。

正確度の飛躍的な向上
交差加熱型グラファイトチューブは、多くの化学干渉とそ
れによるマトリックスの影響をかなり減らしました。その結
果、メモリーの影響もほとんど無くなります。 

分析コストの削減
分析コストを削減するために、2 種類のチューブを使い分
けることができます。
プラットフォームチューブは、マトリックスの多いサンプル
に最適です。ウォールチューブは全元素測定することがで
きるので多元素ルーチン分析中にチューブを交換する必
要がありません。 

時間の節約と調整の容易さ
交差加熱型グラファイトチューブは、従来のマスマン型チ
ューブと比較して、チューブ交換とピペット位置調整が大
変簡単になりました。ファーネスを開きチューブ交換をし
ても、位置調整の必要はありません

STPF
" 温度安定化プラットフォーム (STPF)” の概念は、グ
ラファイトチューブから試料を加熱せず、輻射熱で加
熱する方法です。ゆっくりと試料が加熱されるので干
渉の原因となる共存物から目的元素を分離でき、干
渉を最低限に抑えることができます。
この効果により、測定データの精度が飛躍的に改善
されます。novAA® は干渉のないグラファイト分析の
必要条件をすべて満たしています。

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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solid AA® – 直接固体測定 
新境地を開く革新的技術

2 つの固体サンプラー :

SSA 6 z – マニュアル固体サンプラー
マニュアル操作でサンプルボートをファーネスに搬送しま
す。外部天秤での秤量データも ASpect LS ソフトウェアに
自動転送することが可能です。

SSA 600 – マイクロ天秤内蔵固体サンプラー
自動でサンプルボートを搬送します。ボートのファーネス
への搬送だけでなく、天秤への搬送、重量データの取り込
みも全て自動です。 

特別設計の専用サンプルボートは、粉体から粉砕した粒状
のサンプルまで様々なサンプルに対応します。サンプル
ボートの特殊な形状は、グラファイトチューブ内での最適
な原子化状態を約束します。

固体測定の利点
 ■ 元のサンプルを希釈せずに測定
 ■ 分解前処理の時間が不要
 ■ 健康や環境に害のある物質による希釈の影響がない
 ■ 汚染のリスクが少ない
 ■ 高感度
 ■ サンプル量が少なくても測定が可能 ( 必要なサンプル量

が µg または mg オーダー )
 ■ 検出限界が pg や fg レンジ

経済的利点
 ■ 時間短縮 
 ■ 薬品等のコストの削減
 ■ 結果が出るまでの時間が速い
 ■ 効率が良い

様々なアプリケーションに対応：溶液注入アクセサリー
溶液注入モジュールは、固体サンプル測定をさらに便利に
します。１つまたは複数の標準溶液を使用した検量線をサ
ンプラーを使って作成できます。固体サンプルへのモディ
ファイアも自動注入できます。  

novAA® 400P と固体サンプラー SSA 600 サンプルトレイとサンプルボート 液体注入アクセサリー

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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効率的で生産性を向上するアクセサリー
現在の分析では、以前よりフレーム原子吸光測定の自動化が重要となって　
います。
それには、迅速分析、自動希釈、信頼できるモニター機能、 簡単な取り扱い
が必要です。

これらの要求に容易にお応えできる novAA® シリーズは、
元素分析のルーチン分析に不可欠な装置となるでしょう。

フレームオートサンプラー ： 高いサンプル処理能力と自動
希釈  
フレームモードのオートサンプラーは、標準溶液もサンプ
ルも全自動で測定できます。統合的な機器の概念から、 サ
ンプラーは、サンプルコンパートメントにつりさげるだけの
シンプルな構造です。 設置面積が小さくチューブ長も短
い 為、実サンプル測定での汚染を防ぎます。

用途の広いアクセサリー
インジェクションモジュール (SFS) やスクレーパ―はマトリッ
クスの多いサンプルのフレーム測定を変えました。
フレーム測定にソフトウェア制御のインジェクションモ
ジュールを使用すると下記の様な利点があります。

スクレーパー付バーナーヘッド インジェクションモジュール SFS 6

 ■ 高塩濃度のサンプルや酸濃度の高いサンプルの測定が
容易

 ■ 連続洗浄でバーナーの状態と温度の安定を保証
 ■ 自動制御による少量サンプル測定（一滴法）が可能 

“スクレーパ―” は、自動でバーナーのすすを除去するクリー
ニングアクセサリーです :

 ■ 高温バーナーでのトラブルのない連続測定
 ■ ソフトウェア制御により設定したタイミングで自動的に稼

働
 ■ サンプル測定前、検量線測定前にバーナースリットをク
リーニング

シンプルなアクセサリーで再現性を改善します。

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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水素化物発生法のユニークな測定装置

水銀と水素化物測定 – 多様性への挑戦
水銀やヒ素、セレンの様な有害金属の測定とモニタリン
グは一桁 ppb レベル以下の測定が求められます。環境中
でのこれらの有害物質の量を監視するには、迅速な測定
と使いやすさだけでなく、柔軟性のある装置が必要です。 

様々な自動化に対応できるフローインジェクションとバッチ
モードの装置は、水素化物発生元素と冷蒸気法による水銀
測定に使いやすさと精確さを約束します。

フローインジェクションモード
フローインジェクションモードは、精確でサンプル処理能
力の高い、全自動測定を行う事ができます。

バッチモード
簡単に短時間でバッチモードに変更できる為、いつでも 
ユーザーは必要な設定で測定できます。大容量での測定
は、微量分析を可能とし、発泡性のサンプルの測定も問題
ありません。

モジュールタイプの水素化物システム
水素化物システムは、測定の目的に合わせてシステムを
アップデートする事ができるモジュールタイプの装置です。
　 
モジュールのアップグレードで、ラボの分析内容の変化に
対応します。全てのシステムは、簡単に新しい機能を追加
することができます。たとえば、アマルガムモジュールの
追加やフローインジェクションからバッチシステムへの変
更などが可能です。 システムは AAS ソフトウェアによる完
全制御です。システム構成が自動的に検出され、構成に
対応したクックブックやパラメーター設定のみが表示され
るようになっています。
電気加熱炉は水素化物システム（HS55/HS60）に、標準
で付属しています。高性能のセル加熱で安定した測定が
できます。

ファーネスオートサンプラー付novAA® 400P 　 水素化物システム付novAA® 350

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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パラメーターの自動最適化
装置の開発時には、革新的な機能に重点が置かれますが、
ソフトウェアに必要なことは、 簡単に最適条件が設定できる
ことです。　完全自動化ルーチンは分析工程を最適化し、
サンプル測定が速く、信頼性の高い結果が得られる条件を
速やかに作成します。 
ファーネスの灰化と原子化温度は、ソフトウェア機能の 
“ファーネスパラメーターの最適化” で、個々のアプリケー
ションに対して容易に最適化が行えます。

“ファーネスビジョンツール” であるファーネスカメラで、
グラファイトチューブへのサンプルの注入や乾燥の状態を
観察する事ができます。 この高感度のイメージツールは、
詳細にモニターができる為、確実に最適な状態に設定でき
ます。

novAA® 400 P シリーズは、専用ランプ使用時には RFID
ツールでランプのデータを自動的に読み取り記録します。
ランプは、初期化中に認識されパラメーターが設定されま
す。　使用時間もモニターします。

novAA® 400 P シリーズは、原子吸光分析、炎光分析の迅
速な自動ルーチン分析に最適な装置です。 最適な結果を
得るための燃料比やバーナー高さは、個々のサンプルに
対して自動調整できます。 全自動ガスボックスは全ての 
novAA® システムに搭載されており、確実にガス流量の設
定とモニターを行います。

ASpect LS – 解りやすく使いやすい 

自動最適化

測定データ表示

ユーザーフレンドリー
ASpect LS は、シンプルなルーチン分析とアプリケーション
に対応する様々な設定への柔軟性という２つの要求にお
応えできます。分かりやすいレイアウトのユーザーインター
フェースは、画面上で簡単にメソッド作成ができます。 ソ
フトウェアに搭載されているクックブックが、測定の開始を
手助けします。 自動最適化ルーチンで、メソッドの最適化
も容易です。

安全性
特にフレーム原子吸光測定で重要な事は、安全なオペレー
ションです。 信頼できるコントロールシステム – セルフ
チェックシステムは、  全ての安全に関わるパラメーターを
は数多くのセンサーで、常にモニターと PC 制御をしてい
ます。 フレーム点火からガスの切り替え、故障時の安全な
消火まで、測定を監視しています。

 ■ 最大の操作安全性を提供
 ■ ガス流量の自動制御と安全バルブ機構
 ■ 様々な安全センサー
 ■ ガス圧のモニタリング
 ■ 液量センサーや安全機構による異常時の自動停止機能

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-en&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA
https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/atomic-absorption-spectrometry/overview-product-series/novaa-series.html?utm_source=br-novAA-jp&utm_medium=PDF&utm_campaign=novAA									
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品質管理と GLP
今日の法令や社内規定等を考慮し、ソフトウェアは品質管
理プログラムを標準機能として搭載しています。
ソフトウェアは下記に対応しています :

 ■ 統計的な品質管理チャートの保存
 ■ 限界値を超えた時や警告レベルに達した場合の 様々な

アクション
 ■ 自動装置機能テスト
 ■ GLP に準拠したデータ保存と印刷

FDA 21 CFR Part 11
FDA 21 CFR パート 11 への準拠は、現在の分析装置の
ソフトウェアには不可欠です。 ASpectLS における統合
された機能は、測定中のすべての動作の信頼性、明瞭
性、トレーサビリティだけでなくデータセキュリティを保
証します。すべてのプロセスは、容易に理解できる用語
と解りやすいレイアウトで提示されます。包括的なユー
ザー管理、電子署名、および監査証跡は、FDA 21 CFR                                                        
パート 11 の要件を満たしています。 品質管理チャート

TOPwave®
マイクロウェーブ試料分解装置  全サンプル
に対して非接触の圧力および温度モニター

試料前処理

分光分析

Analytik Jena – 分光器業界のリーダー

novAA® シリーズ
ホロカーソードランプを使用するAAS
ダブルビーム光学系とＤ2バックグラウンド補
正 

contrAA® シリーズ
高分解能連続光源AAS  迅速なシーケンシャ
ルおよび多元素同時分析と同時バックグラウ
ンド補正

PlasmaQuant® MS シリーズ
ベンチトップ型の ICP-MS で特許のイオン光
学系により超高感度 ロバストなプラズマ性能
で従来の半分のアルゴン消費量

ZEEnit シリーズ
ホロカソードランプを使用するAAS  Ｄ2及び
第3世代の磁場可変ゼーマンバックグラウン
ド補正

PlasmaQuant® PQ 9000 シリーズ
高分解能アレイICP-OES  比類ないロバスト性
と感度の垂直プラズマのデュアルビュープラ
ス測光

質量分析

データ処理
ASpect LS は、測定データを外部プログラムで処理する為
に、互換性のあるデータフォーマットでデータをエクスポー
トします。ネットワークへの接続や、LIMS へのデータ転送
も可能です。 



仕様

型式 novAA®350 novAA®400 P F novAA®400 P

分析法 フレーム フレーム/ファーネス

光学系

測定範囲 185 ～ 900nm

分光器 ツェルニターナ

スリット幅 4段（0.2、0.5、0.8、1.4nm） 4段（0.2、0.5、0.8、1.2nm）

検出器 光電子増倍管（PMT）

ランプ ホロカソードランプ（8本） ホロカソードランプ または　高輝度ランプ（8本）

BG 補正法 Ｄ2補正

フレーム部

バーナー 空冷式 5cm、10cm チタン製スロットバーナー

チャンバ PPS 製

ネブライザ 白金・ロジウム製キャピラリ

位置調整 ソフトウェア自動調整

安全機構 バーナーヘッド自動認識機能／ドレイン液面監視／フレーム監視／燃料ガス圧力監視／停電時逆火防止機能

ファーネス部

温度範囲 ー 室温～ 3000℃

加熱速度 ー 3000℃／秒

設定温度ステップ ー 1℃

加熱方向 ー 光軸に対して直交（交差加熱）

オートサンプラ 
サンプル数 / 容量 ー 100 個 / 2mL　8 個 / 5mL

データ処理 / 制御
部

ＯＳ コンピュータ（Windows* 7 以上）制御

ソフトウェア ピーク面積・高さ測定／検量線（検量線法、標準添加法）／グラフ表示／QC 機能／外部装置への測定データ転送／ 
測定データの市販ソフトとの互換

寸法 (W×H×Dmm) 800×560×600 790×645×735

重量 100Ｋｇ 140Ｋｇ

設置条件
電源 本体 100Ｖ 100Ｖ 200Ｖ

供給ガス

ファーネス
アルゴン 圧力：600kPa　　　　　最大流量：180Ｌ/ｈ

添加ガス 圧力：500~700kPa　　　最大流量：30Ｌ/ｈ

フレーム

空気 圧力：400~600kPa　　　　最大流量：800L/h

アセチレン 圧力：120~150kPa　　　最大流量：300L/h

亜酸化窒素 圧力：500kPa　　　　最大流量：800Ｌ/ｈ

排気ダクト
排気量 フレーム　標準バーナー：　300ｍ３/ｈ以上　　　高温バーナー：　480~600ｍ3/h

ファーネス：　60ｍ３/ｈ以上

フード 300ｍｍ（Ｗ）×300ｍｍ（Ｄ）　ステンレス製　　　直径100ｍｍ~120ｍｍのステンレス管に接続

使用温度/湿度 10~35℃／20～80％

＊windows®はMicrosoftの登録商標です。
●　製品の概観および仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
●　詳細は、弊社担当営業員または、下記営業部にお問い合わせください。　
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Pictures: Analytik Jena AG
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!

株式会社アナリティクイエナジャパン

本社　〒240-005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー１１階
Tel 045-340-5740　Fax 045-340-5745

大阪オフィス　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15
セントアーバンビル3階
Tel 06-6829-7577　Fax 06-6829-7688

e-mail  sales@analytik-jena.com
URL   https://www.analytik-jena.de/jp

Pictures: Analytik Jena AG
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!


