
携帯型ラマン分光計
1064nm長波長レーザー搭載による蛍光の影響を抑えた測定が可能。

注射剤、輸液、医薬品、漢方、化粧品、健康食品など幅広い原料に対応。



合否判定までの流れ

波長選択性 サンプリング 干渉 パッケージ メソッド構築 色（蛍光）の影響

ラマン
1064nm

非常にシャープなピーク
を有しており、広範囲な
波長帯で視覚的な解釈が
可能。

サンプル前処理はほぼ
不要。

水分の吸収帯や透明容
器、粒子径の影響を受け
ない。

コンピュータとバッテ
リーを内蔵した軽量（約
1.5kg）・携帯型。

作成が非常に容易で、再現
性の高い結果が得られる。 なし

ラマン
785nm

非常にシャープなピーク
を有しており、広範囲な
波長帯で視覚的な解釈が
可能。

サンプル前処理はほぼ
不要。

水分の吸収帯や透明容
器、粒子径の影響を受け
ない。

コンピュータとバッテ
リーを内蔵した軽量（約
1kg）・携帯型。

作成が非常に容易で、再現
性の高い結果が得られる。 あり

NIR

ブロードなピークの為、
ケモメトリクスを使用し
ない場合、ピーク分離は
非常に困難。

サンプル前処理は不要だ
が、ある一定量のサンプ
ル量が必要。

水分に強い吸収があり、
粒子径のような物理的寄
与に影響を受ける。

コンピュータとバッテ
リーを内蔵した軽量（約
2.5kg）・携帯型。

ケモメトリスクを必要と
し、非常に困難。 なし

FTIR

非常にシャープなピーク
を有するが、限定的な為、
測定可能なサンプルが少
ない。

サンプルの前処理が必要
な ATR クリスタルを使用
する為、サンプルを直接
密着させる必要あり。

水分の吸収やガラス、プラ
スチックボトル、その他
容器に強い影響を受ける。

コンピュータとバッテ
リーを内蔵した軽量（約
2kg）・携帯型。

作成が容易。 なし

米国や欧州、国内において、およそ 95% 以上の製薬工場で、全数検査にはラマンを使用するようになりました。

　❶ 測定時における試料の前処理が不要 ( 未開封で測定できる )

　❷ 液体を含めた様々な試料の状態や形状に対応

　❸ メソッド構築が容易

　❹ 小型で軽量なため、持ち運びが用意

　❺ 幅広い製薬原料を測定対象に出来る

　❻ 測定時間がとても速い

これら 6 つが、PIC/S 対応の全数検査として、ラマンが多くの製薬工場で採用されている理由です。

なぜ、こんなにも、
ラマンが多く採用されているのか？

2. 使用前点検 
標準ポリスチレンを使用して、
NanoRam 本体の使用前点検を行い、
正常動作を確認します。

5. 測定結果 
測定結果は、1測定につきA4サイズ1枚。
もしくは、25 測定分の
合否判定結果のみを載せたサマリー形式。

3. 測定 
容器越しに本体を押し当てて、測定を開始します。　
＊測定時間は、5 秒～10 数秒程度。（サンプルによる）

4. 合否判定  
その場で、合否判定結果を見ることができます。

1. ログイン 
ユーザーごとに割り振られた

“User Name”と“Password”を入力して、
ログインします。

PIC/S Annex 8 に「出発原料の完全なバッチの“同一性”は、通常、個々にサンプルを全て

の容器から採取し、また同一性試験が各サンプルについて実施された場合にのみ保証される」

と記載されている通り、すべての容器における“同一性試験”が要求されています。

PIC/S GMP とのギャップ分析の結果、日本のGMP施行通知改定の通知が 2013 年 8 月

30日に発出され、6 項目が挙げられましたが、全数検査に関する記載はありませんでした。

しかしながら、その他の事項については、当局として PIC/S GMP ガイドラインを国内

GMPガイドラインとして活用する方針とされていますので、上述の通り、全数検査は製薬

工場として対応すべき要件となりました。

PIC/Sの要求事項

PIC/S 対応の業界動向としては、出発原料の全種類の全数検査対応を完全に整えている企

業は未だに少ない状況ですが、リスクの高い主原料の数品目に絞るもしくは、賦形剤等でも

特定の国からのみの品目に絞るなど、まずは全数検査体制を整える製薬工場が多い状況です。

PIC/S ガイドラインに全数検査が記載されている以上、製薬工場としてそれを無視するこ

とは出来ず、リスクベースで考えた必要最低限の対応が必須となっています。

世界中の多くの国で全数検査を実施している状況に、日本においても、全数検査が義務化さ

れることは時間の問題と考えられています。

現在、国内製薬企業の50社以上で既に携帯型ラマンが導入されており、来るべき全数検査

実施の義務化に向けた取り組みとしても、準備が整いつつある状況です。全数検査は品質検

査レベルの向上やリスク回避の観点からも、製薬企業の責任として、果たすべき事項を考え

る必要があります。

PIC/S対応の業界動向
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携帯型ラマン分光計  NanoRam-1064【ナノラム】

1064nmの長波長レーザーにより、蛍光の影響を抑えた測定が可能。
漢方、化粧品、健康食品など天然由来原料や着色原料など幅広い原料に対応。

携帯型ラマン分光計  NanoRam-785【ナノラム】

785nmの短波長レーザーにより、効率的に製薬原材料の全数検査を実行。
注射剤、輸液、医薬品原料など PIC/S 対応で広く利用されているベストセラー。

世界的
ベストセラー

● NanoRam-785 の基本性能にさらにプラス
● 局法対応  USP〈1120〉、EP 2.2.48、JP 2.26
● 漢方、健康食品、化粧品などの天然由来原料に対応

● データインテグリティ対応（MySQL の DB を使用）
● 日本語表示とタッチパネルで優れた操作性
● PCA（主成分分析）、P 値を用いた信頼性の高い判別能力

NanoRam-785 NanoRam-1064

主な仕様

レーザー波長 785nm 1064nm 蛍光の影響を抑える 1064nm

レーザー出力 300mW 420mW メソッド毎の出力変更が可能

測定波長範囲 176 ～ 2900cm-1 176 ～ 2500cm-1 幅広い測定波長範囲

使用温度範囲 -20 ～ 40℃ -10 ～ 50℃ 幅広い使用温度範囲

内蔵バッテリー 約 5 時間 約 4 時間 長時間の連続使用に対応

主な機能

判定アルゴリズム
同一性試験モード "P 値 " を用いた統計的な " 同一性評価 "

類似性試験モード "HQI " を用いた簡易的な " 類似性評価 "

多言語対応 日本語、英語、スペイン語、中国語、韓国語 多言語対応

データ転送
Wi-Fi もしくは、有線ケーブルによるデータ転送 高速データ通信

LIMS 対応 LIMS 形式での出力に対応

検出器冷却 電子冷却機能により一定温度に制御 安定性の高い測定を実現

規制対応 FDA 21 CFR Part11 各種準拠

局方対応 USP<1120>、EP 2.2.48、JP 2.26 各種準拠

DI 対策 MySQL database を使用したデータインテグリティ対応 規制要件を遵守した MySQL を採用

ディスプレイ 高輝度タッチパネル 操作性に優れたタッチパネル

防水性能 IP64 準拠 IP65 準拠 優れた防水性能

バーコード読取 1 次元コード、2 次元コード 1 次元、2 次元の両方に対応

本体寸法、重量

本体寸法 長さ :22cm x 横幅 :10cm x 奥行き :5cm 長さ :25cm x 横幅 :11cm x 奥行き :6cm 操作し易い小型サイズ

重量 1.2kg 1.5kg 現場での使用を考慮した軽量設計

主な付属品

測定アダプタ

ビニール袋用アダプタ ビニール袋越し向け

ボトル用アダプタ 茶褐色瓶、乳白色ボトルへの対応

バイアルホルダ φ 15mm バイアル瓶を挿入

標準試料 ポリスチレン標準試料 (ASTM 規格 ) 3 年毎に交換

レーザー保護具 785nm カットレーザー保護メガネ 1064nm カットレーザー保護メガネ 使用するレーザーに適した保護具を付属

操作補助 タッチペン タッチパネルの操作に便利なペンを付属

ソフトウェア NID NID EX レポート印刷、監査証跡、メソッド管理など

通信ケーブル LAN ケーブル USB ケーブル データ転送用ケーブル

収納箱 キャリングケース 機器一式が入る携行用ケース

電源 内蔵リチウムイオン電池、充電ケーブル 繰返し使用可能なリチウムイオン電池

主なオプション

測定アダプタ

30cm 延長シャフト 15cm 延長シャフト 一斗缶、紙袋、フレコンへの対応

錠剤用ホルダ 錠剤用

直角アダプタ 先端が 90 度曲がったアダプタ

解析ソフト BWSpec　スペクトル解析ソフト ピーク波数 (cm-1) の確認に使用

持ち運び用ケース 肩掛けショルダーケース NanoRam が入る携行用ケース

充電器 交換用バッテリー、交換用バッテリー専用充電クレードル 連続使用時の予備バッテリー

汚染防止キャップ 30cm/15cm 延長シャフト用ポリキャップ シャフト形状に成形した使い捨てキャップ

フィリピンバナナ（参考）

本体寸法 長さ :190 ～ 200mm、直径 : 約 40mm

質量 0.15 ～ 0.18kg

取扱注意事項
○本機器に使用されているレーザー光は、JIS C6802 によるクラス 3B のレーザー機器に該当します。

○ご使用にあたっては、厚生労働省の「レーザー光線による障害防止対策要網」に基づいた必要な措置を講じる必要があります。

＊詳しくは、三洋貿易㈱科学器事業部までお問合せください。

＊外観および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



延長シャフト

NanoRamが選 ばれる、５つの理由。

4 誤判定し難い堅牢なメソッド

［実物大］

2 豊富な測定アダプタ
一斗缶、アルミ袋、紙袋など、さまざまな包装容器に対応。

多くの液体製剤メーカーが選んだ延長シャフト。

1 有機 ELディスプレイ

スマホみたいな操作性を実現した、タッチパネルでの簡単操作。

ヒューマンエラーの排除を考慮した最新の装置設計。

NanoRam は、メソッド構築に複数回の測定が要求され、

この中に変動要因を予め入れ込むことで誤判定を排除できます。5 実績に基づいたサポート
IQOQ、SOP、CSV、分析法バリデーション、定期点検、修理など

三洋貿易、三洋古江サイエンスがトータルでサポート。

3 本当の意味での同一性試験

NanoRam は、p-value（>0.05）を用いた“検定”により、

合格か不合格を判定。 ＊類縁物質の判別にも威力を発揮します。

バイアル用ホルダ 錠剤用ホルダ

ビニール袋用アダプタ 直角アダプタ ボトル用アダプタ



携帯型ラマン分光計

三洋貿易 株式会社
■ 科学機器事業部
〒 101-0054  東京都千代田区神田錦町 2-11  三洋安田ビル 8F
TEL: 03-3518-1188　FAX: 03-3518-1237

■ アプリケーション・ラボ
〒 101-0054  東京都千代田区神田錦町１-6  落合ビル 2F
TEL: 03-3518-1188　FAX: 03-3518-1237

■ サービスセンター ( 三洋古江サイエンス株式会社 )
〒 336-0033  埼玉県さいたま市南区曲本 5-5-20
TEL: 048-865-8121　FAX: 048-865-8141

73BW0509HM


