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About us

trinamiX(トライナミクス) trinamixsensing.com は、ドイツに本社を置く総合化学会社

BASFの完全子会社です。2015年に設立され、多様な科学技術分野のスペシャリストが

集結する最先端の開発チームを擁し、赤外線センシングと3Dイメージングを主軸とする先

進技術と製品・ソリューションの開発を進めています。

trinamiXは、独自のセンシング技術により隠れた情報を認識し、人やマシンに高度な意

思決定の術を与え、安心・安全でサステナブルな未来社会の創出に貢献します。

https://trinamixsensing.com/


BASFのイノベーションストーリー: 赤外分光法

1938年、BASFの化学者エルヴィン・レーラーとカール・フリードリッヒ・ルフトが

化学産業界の歴史に革命をもたらすことになる装置を開発しました。

200年以上前の1800年、天文学者ウィリアム・ハーシェルは、さまざまな色の太陽光の温度を

測定する実験を行いました。彼自身、それまで知られていなかった放射スペクトルを発見すること

になるとは思いもしませんでした。彼が発見したのは、当初は 「ウルトラレッド」 、後に 「インフラ

レッド(赤外線)」 と呼ばれることとなったスペクトルで、肉眼では見えず、温度計でしかその存在

を示すことのできないものでした。人間には赤外線を目で見ることはできないため、赤外線によっ

て温度が上昇するのを感じるしか術がなかったのです。

物理学者たちは、どうすれば電磁赤外ビームの広いスペクトルを直接高精度で捉えることができ

るのか、その問題に長い間注力してきました。しかし、これには多くの課題がありました。周囲条

件を可能な限り一定に保つ必要があり、ほとんどの測定が暗くて暑い地下室の中で数時間にも

わたって行う過酷な作業だったためです。

新たに発見された赤外線の実用化が進展したのは、こうした測定プロセスが大幅に簡略化され

てからのことです。結果として、赤外線は大きな可能性を秘めていました。赤外光が化学物質を

通過すると、分子の一部がエネルギーを吸収して振動し始めます。個々の物質がそれぞれ異な

る決まったエネルギーの熱放射を吸収するため、この現象を異なる物質を特徴付けるためのユ

ニークな 「指紋情報」 として利用することができたのです。
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1938年、BASFの化学者エルヴィン・レーラーとカール・フリー

ドリッヒ・ルフトは、化学産業界の歴史に革命をもたらすことに

なる装置「URAS」を開発しました。URASとは、全自動式

の赤外線吸収レコーダー（Ultra-Rot-Absorptions-

Schreiber)で、100種類以上のガスの濃度を迅速かつ確

実に測定することができました。URASは化学産業だけでなく、

鉱山や道路・トンネル等の建設現場、医療施設においても、

作業プロセスを円滑にし、労働安全性を向上することができ

たため、BASFは「非常に汎用性が高い」測定装置として世

の中に紹介しました。
当時の製品カタログでは、
URASを「非常に汎用性が高い」測定装置と紹介

URASの開発は、特に化学産業界において大きな前進となりました。それまでは、ガスのサンプルを苦労しながら採

取し、研究所に運んで分析する必要があったため、汚染が確認される頃には、問題となるガスはすでに現場で大量

発生していました。

プリント出力されるスペクトルは手作業で分析する必要がありました

特にBASFでは、URASは、BASFにとって特別な重

要性を持つアンモニア合成の工程を大幅に簡略化す

ることに貢献しました。以前は、一酸化炭素汚染によ

る生産ロスが度々発生していました。ハーバー・ボッ

シュ法の開発から約30年後、BASFの化学者は

URASのおかげで再び生産の安全性と効率性を高め

ることに成功し、URASは1986年までに合計1122

台生産され、当時最も一般利用に貢献した分析装

置としてナンバーワンに位置付けられました。

赤外分光法はその後も数十年の年月の中でさらなる発展

を遂げました。測定装置は小型化し、作業工程も短縮さ

れました。

URASの発明から80年以上時を経て今、BASFは

Hertzstück™ (ヘルツシュテュック）という超薄型赤外線セ

ンサーにより、分光学の歴史の新たなページを開きます。

歴史の一部として、BASF本社のあるルートヴィッヒス
ハーフェンには、URASが記念として保管されています

[参照サイト] BASFジャパン Website内 – Story -

https://www.basf.com/jp
/ja/media/Story/2020_09
_14_URAS.html
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赤外線センサー：Hertzstück™

trinamiXが開発・製造する赤外線センサーHertzstück™ (ヘルツシュテュック）は、PbS/PbSe（硫化鉛/セレン

化鉛）光導電素子で、波長1～5µmの近赤外線（NIR：Near-Infrared）の検出が可能となります。

trinamiX独自の薄膜封止技術により、使用環境中の水分や酸素による品質劣化を極限まで低減させることができ

ます。また、この薄膜封止技術によりベアチップ状態での商品供給も可能となり、センサー素子の大幅な薄型化に加え、

電子プリント基板(PCB：printed circuit board)への表面実装が可能になります。本PbS/PbSe赤外線センサー

は、赤外分光器、ガスセンシング、炎・火花検出、火炎制御、医療機器、およびIoTセンサーシステムなどの様々な産

業領域や用途において優れた性能を発揮します。

trinamiX製 Hertzstück™
PbS/PbSe (硫化鉛/セレン化鉛) 光導電素子

• 検出波長：1-5 µm

• 常温環境においても最高水準の検出能力

• BASF化学研究で培った素材生成技術

• 独自の薄膜封止技術による高品質安定性

• PCB表面実装にも対応したベアチップ供給が可能

• TO・ベアチップ・リニアアレイ等 各種カスタマイズ対応可

• TEC・リードアウトIC実装など モジュール化供給も可能

• 各種評価キットも供給可能



モバイル近赤外分光ソリューション

根拠に基づく安心な生活やビジネスは誰もが望むことですが、目に見える情報だけですべての判断を行うことは難しい場合

があります。 trinamiXはモバイル近赤外(NIR)分光ソリューションにより、産業の現場で必要となる意思決定の技術を支

援します。赤外分光法は確立された実績のある産業手法であり、 trinamiXは工場や研究室のアプリケーションを超えて、

現在多様なお客様に向けたリーズナブルで魅力的なソリューションを展開しています。

trinamiXは、赤外線スペクトル解析で有効となる波長3µmまでの近赤外線検出を可能とする、PbS赤外線センサー

Hertzstück™ (ヘルツシュテュック)を独自技術により開発しました。trinamiXの赤外線センサーはセンサー素子の大幅

な薄型化に加え、最高水準の検出能力を誇るため、小型かつ高性能な赤外分光器の開発とその実現に寄与しています。

モバイルNIR分光ソリューションを導入すれば、まさに“小さな実験室”を手にすることができ、もう試験サンプルを研究所に送

る必要はなくなります。プラスチックリサイクルや農業・食品産業の品質管理に至る多様なアプリケーションに向けて、

trinamiXは魅力的なソリューションをお届けします。

眼に見えない情報の可視化と価値化を実現

説明ビデオをご視聴頂けます
(日本語字幕も選択可能)

trinamiX Video
分子センシング 赤外分光ソリューション:
https://youtu.be/zIufcfMJImE

https://youtu.be/zIufcfMJImE


モバイルNIR分光ソリューションにより栄養成分を

即時に分析し、時間とコストを効果的に削減

牛類

飼料原料・成分

牧草・飼料

原料や飼料の栄養素を適切に配合し品質管理を継続的に安定化するためには、非常に多くの時間や労力が必要です.

- 業界を長年悩ませるこの”非効率性”の解決のために、多くのお客様が革新的な技術ソリューションを必要としています.

そして、それには個々のニーズに寄り添える高い適応柔軟性と実装のカスタマイズ、加えてそれを支援する適切なアドバイスが非常に重要です.

完成飼料

trinamiX solution for 
animal nutrition 
https://bit.ly/3AshkTP

抽出ミール 副生成物

家畜飼料の成分・栄養素解析をリアルタイムで
いつものその場でデジタルファーミング - ポケットサイズラボラトリー

Watch how it works (英語)

各種用途に最適化されたAI解析ソフトウェアにより

農産業界で必要となる品質管理の洞察力を提供

養豚 養鶏

穀物 油糧種子

圧搾ミール

穀物飼料 牧草飼料 干し草 フレッシュグラス

✓ 栄養素を見える化

大切な仕事道具である家畜飼料の栄養成分や配合
含有量を正確に把握 - 原材料から完成飼料まで

✓ 高精度・高信頼性

特許取得済み赤外線センサー特許技術と
独自のケモメトリクスに加えて、材料科学の専門性を
相乗させた強力な統合ソリューション

✓ 堅牢性・柔軟性

防塵・防水に加え、優れた耐衝撃性も兼備
現場使用を想定した設計により屋外フィールドテストも
対応可



✓ 効率性の向上
飼料の品質を分析し、栄養素配合を効率的に最適化

✓ 情報透明性の向上
定期的な分析チェックにより飼料原材料の品質状態や
変化を追跡し、配合のベストコンディションを実現

✓ 柔軟性の向上
信頼性のある測定情報に基づき
変化する家畜へのニーズに対応した最適な栄養配合を
その場で柔軟に調整

✓ カスタマイズ
パラメータや機能を幅広くサポートしており
お客様のニーズに合わせたソリューションカスタマイズが可能

✓ 高互換性
柔軟性のあるソリューション設計により
お客様のデータ管理システムおよびプロセスへの
シームレスなシステムインテグレーションが可能

飼料や栄養素の品質を見える化するデジタルファーミング
trinamiX モバイル近赤外(NIR)分光ソリューション

信頼性ある

栄養素の定量化

▪ 水分

▪ タンパク質

▪ 糖質

▪ デンプン質

▪ 油分

▪ 繊維 etc.

多様なフィードタイプに
向けた適用が可能

▪ 飼料

▪ 牧草

▪ 家畜栄養素

▪ 養殖魚飼料

▪ 食品原料

▪ 農作物 etc.

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

✓ モバイル
小型ポータブルデバイスを使用するだけで
その場で簡単に飼料サンプルの測定が可能

✓ 高速
数秒での高速測定

専門科学分析により
飼料・栄養素の配合をその場ですぐに最適化

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click
or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

トライナミクス

https://www.basf.com/jp/ja/who-we-are/innovation/our-innovations/trinamiX.html
http://www.trinamixsensing.com/


コーヒー豆の焙煎プロセスやサプライチェーンに向けた
専門科学分析による高度な品質管理

✓ 品質管理
高度な品質管理のために重要となるコーヒー豆の成分や
特性をその場で分析

✓ 味わいをカスタマイズ
分析データに基づく味のプロファイル化により
コーヒー成分のファインチューニングと“味わい”の再現を
目指します

✓ 情報の透明性
焙煎業者様から消費者に向けて
お届けするコーヒーに関するさらなる情報提供が可能

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

✓ モバイル
小型ポータブルデバイスを使用するだけで
その場で簡単にコーヒー豆の水分量やカフェイン濃度の
測定が可能

✓ 高速
数秒での高速測定

✓ すぐに使用可能
時間のかかるセットアップは不要
即時の使用が可能

コーヒーをさらなる至福の1杯へ
trinamiX モバイル近赤外(NIR)分光ソリューション

trinamiX solution for mobile  
coffee analysis  
www.trinamiXsensing.com/coffee

コーヒーの特性を

高い信頼性で定量化

▪ 水分含有量

▪ カフェイン濃度

▪ 酸味・炭水化物
(coming soon)

バリューチェーンで
一貫した品質管理

▪ 栽培・育成

▪ 収穫

▪ 輸送

▪ 保管

▪ 焙煎

Watch how it works (英語)

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

トライナミクス

http://www.trinamixsensing.com/coffee
https://www.basf.com/jp/ja/who-we-are/innovation/our-innovations/trinamiX.html
http://www.trinamixsensing.com/


分子レベルでの高精度な成分解析により
意思決定の高度化を実現

✓ 高信頼性
波長3µmまでの広域な近赤外線を高感度で受光する
PbSセンサーにより、多様な成分解析に有効となる
赤外線スペクトル情報の取得が可能

✓ 継続的な機能拡張
お客様のアプリケーションニーズに合わせた
分析機能の最適化

✓ 高汎用性
化学、農業、食品、飲料、パーソナルケア、製薬などを含む
様々なアプリケーションに幅広く適応

手のひらサイズの”ラボラトリー”
小型かつ機動性に優れた成分分析プロセス

固有スペクトル解析による高精度な成分同定

図1. 各種プラスチックの測定波長

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

✓ モバイル
小型ポータブルデバイスを使用するだけで
その場で簡単に成分分析が可能

✓ 高速
数秒での高速測定

✓ すぐに使用可能
時間のかかるセットアップは不要
即時の使用が可能

trinamiX Video
分子センシング 赤外分光ソリューション:
https://youtu.be/zIufcfMJImE

説明ビデオをご視聴頂けます(日本語字幕も選択可能)

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click
or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

トライナミクス

https://youtu.be/zIufcfMJImE
https://www.basf.com/jp/ja/who-we-are/innovation/our-innovations/trinamiX.html
http://www.trinamixsensing.com/


プラスチック選別とリサイクル精度の向上

リサイクル材の品質保証レベルの改善

✓ 精度
高精度の素材識別技術により
廃棄プラスチックを確実に選別

✓ 品質
廃棄プラスチック循環の高純度化により
リサイクル再生材の高品質化に貢献

✓ 価値
リサイクル再生材の高品質化により
再生材利用製品の高付加価値化に貢献

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

✓ モバイル
小型ポータブルデバイスを使用するだけで
その場で簡単にプラスチック選別が可能

✓ 高速
数秒での高速測定

✓ すぐに使用可能
時間のかかるセットアップは不要
即時の使用が可能

プラスチック選別ソリューション
trinamiX モバイル近赤外(NIR)分光ソリューション

trinamiX Webinar

プラスチック選別 分光ソリューション:  
https://youtu.be/w4Q_vofJXrQ

説明ビデオをご視聴頂けます(日本語字幕も選択可能)

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

各種プラスチック素材を正確に識別

PS

PE PP

PVC PET

PC

ABS/  
PA

PMMA

ABS POM PA

ASA

PU

SBS/  
SEBS

Poly-
sulfone

PB

標準

プラスチック

素材リストは継続的に拡張予定

工業用

プラスチック

その他

プラスチック

トライナミクス

https://youtu.be/w4Q_vofJXrQ
https://www.basf.com/jp/ja/who-we-are/innovation/our-innovations/trinamiX.html
http://www.trinamixsensing.com/


専門科学分析により
スキンケア製品・サービスの有効性を定量的に分析

✓ 柔軟性
1つのデバイスで美肌に関連する様々な肌成分の
測定と多角的分析が可能

✓ 科学的かつ客観的な測定結果
確立された実績のある科学的手法により
ケア製品・サービスの有効性判定を定量的に実現

✓ 高精度
肌水分や脂質等の美肌成分を数秒で同時測定し
肌の健康状態を高精度で分析

✓ 高信頼性
波長3µmまでの近赤外線を高感度で受光する
独自開発PbSセンサーにより、肌成分の解析に有効となる
赤外線スペクトル情報を安定的に取得することが可能

✓ クラウドソリューション
分析結果はスマートフォンアプリ上に即時表示でき
PCからアクセス可能なカスタマーポータルサイトにログインすれば
詳細なデータ解析の追加実施も可能

✓ すぐに使用可能
時間のかかるセットアップは不要
即時の使用が可能

美肌に導く デジタルスキンケア
trinamiX モバイル近赤外(NIR)分光ソリューション

trinamiX solution for Beauty & Cosmetics
www.trinamixsensing.com/nir-
spectroscopy/applications/beauty-cosmetics/

Watch how it works (英語)

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click
or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

トライナミクス

https://trinamixsensing.com/nir-spectroscopy/applications/beauty-cosmetics/
https://www.basf.com/jp/ja/who-we-are/innovation/our-innovations/trinamiX.html
http://www.trinamixsensing.com/


trinamiX Video
分子センシング 赤外分光ソリューション:
https://youtu.be/zIufcfMJImE

見えない情報の可視化と価値化を実現
trinamiX赤外分光ソリューションが産業現場で必要な高度な意思決定を支援

▪ バッテリー容量:

最大約6,000回測定

▪ 手のひらサイズの

ハードウェアデバイス

▪ 無線でのスマートフォン及び

カスタマーポータルサイトへの

通信接続が可能

近赤外(NIR)分光ソリューションについて

▪ ドイツ BASF本社が提供する

データベースをMicrosoft Azure

に格納しソリューションに展開

▪ End-to end での暗号化による

データ転送 (SSL and  AES 256)

▪ Windows, Android, iOSの

各アプリと、PCからアクセス可能

なカスタマーポータルサイトを準備

▪ 自社内製開発による

計量化学(Chemometrics)モデル
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trinamiX NIR分光器を対象物質に向けて

緑色のボタンを押します。

すると近赤外光が照射され、対象物質により

反射されます。
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説明ビデオをご視聴頂けます(日本語字幕も選択可能)
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各素材はそれぞれ固有の反射波長スペクトルを

持つため、計量化学(Chemometrics)の手法に

より反射スペクトルを分析し、測定物質の成分を

正確に識別します。
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数秒以内に結果がアプリ上に表示されます。

また、カスタマーポータルサイトからも

追加解析に必要なデータのご利用が可能です。

Japan  : 日本ウェブサイトへ Click
or Search by

Global : www.trinamiXsensing.com

Contact us

トライナミクス

✓ カスタマイズ
パラメータや機能を幅広くサポートしており
お客様のニーズに合わせたソリューションカスタマイズが可能

✓ 高互換性
柔軟性のあるソリューション設計により
お客様のデータ管理システムおよびプロセスへの
シームレスなシステムインテグレーションが可能

モバイルハードウェアとデータ分析のコア技術に加え

材料科学の専門性を相乗させた強力な統合ソリューション

✓ モバイル
小型ポータブルデバイスを使用するだけで
その場で簡単に飼料サンプルの測定が可能

✓ 高速
数秒での高速測定

▪ IP65 防塵・防水仕様

▪ 耐衝撃性に優れた

堅牢な外装設計
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Basic Spec.

NIR Spectroscopy Solution 
Model SYS-IR-R-P
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Photo Gallery
Model SYS-IR-R-P
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トライナミクス

trinamiX makes the invisible visible
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