Pressurized and
non-pressurized
analyzing systems

ソフトドリンクの分析

概要

あらゆる場所で
ソフトドリンク分析のためのソリューション
普段の品質管理が優れた製品
のカギとなります。
アントンパール社は、製造の全工
程に適応する汎用性に優れたモジ
ュール設計のソリューションをご
用意しています。毎日の作業に不
可欠な存在として、お客様の効率
を最大限に高めます。スマートで
使いやすいシステムに搭載された
最先端のテクノロジーにより、品
質管理で必要な複数のパラメータ
ーを1回の測定サイクルで測定でき
ます。
いずれのアントンパールのシステ
ムでも、あなたの毎日の作業を軽
減し、時間とコストを削減するこ
とができます。

マスター装置

密度・音速計
ソフトドリンクアナライザーM
実際、転化前、及び転化後°Brix
の測定

密度計
DMA™ 4100 M
DMA™ 4500 M
DMA™ 5000 M
実際°Brix測定

製造工程ごとのオプションのモジュール
シロップ、製造中のソフトド
リンクや炭酸飲料の品質管理

Xsample™ 320または
Xsample™ 520サンプルチェン
ジャ
自動分析

製造の全工程にわたる
品質管理

pH ME
pH測定
HazeQC ME
濁度測定
DietQC™ ME及びDietQC™ ME (
無色の飲料用オプション使用)
ダイエット濃度測定

あらゆる種類の最終
製品やボトル製品の
品質管理
PFDまたはPFD Plus充填システム
CarboQC ME
CO2含有量測定
CarboQC ME用Option O2
O2含有量測定

全工程にわたり
ソフトドリンクを分析

パッケージ飲料分析
ソフトドリンクの最終分析

-- ソフトドリンクに含まれるショ糖の転化前、現状転化状態及び転化後のBrixを数分で分析
-- サンプルの酸化や強制的な転化は不要
-- 密度と音速の測定で糖転化の実際の状態を把握

------

ソフトドリンクアナライザーM
ショ糖分析用マスター装置

pH ME / pH ME飲料測定モジュ
ール

ソフトドリンクアナライザーMは、半自動式及び全自動式のXsample™充填ユ
ニットと併用できるように設計されています。自動認識機能を備えた充填ユニ
ットは装置のハウジングに収めることができ、余分なスペースを必要としませ
ん。

pH ME測定モジュールを任意のシ
ステムと組み合わせることで、pH
値とその他のソフトドリンク用パ
ラメーターを同時に測定できま
す。
pH ME飲料モジュールは、飲料及
び非加圧の類似のサンプル用に設
計されています。pH MEモジュー
ルは、加圧下で測定するサンプル
に使用できます。

サンプル充填ユニット:
Xsample™ 320
設置が簡単な汎用
Xsample™ 320サンプル充填ユニ
ットは、省スペースで、ソフトド
リンクアナライザーMと簡単に
使用できます。ボタンを押す
と、Xsample 320は測定セルへの
サンプル充填を開始します。ペリ
スタリックポンプが堅牢なため、
事実上メンテナンスが必要ありま
せん。

サンプルチェンジャ: Xsample™ 520
ペリスタリックポンプにより、24本用サンプルマガジンからサンプルが充填さ
れます。Xsample™ 520は自動運転が可能であり、稼働中にオペレーターは他
の作業にあたることができます。5段階のサンプル充填モードで、
気泡のない充填を実現します。
測定対象のサンプル数に合わせて充填ユニットを選択することができます。サ
ンプルごとに異なるメソッドを利用する場合は、サンプルリストを使用しま
す。必要に応じて事前に設定した順序を変更し、優先順位の高いサンプルを割
り込ませることも可能です。多数のサンプルの自動測定を進行させながら、そ
の間に別の作業を進めることができます。

時間の節約: 糖度(°Brix)、CO2、その他を1つのパッケージから並列分析
モジュールコンセプトのシステム: 基本パラメーターの測定から始め、後からアップグレード可能
サンプルの前処理は不要: 容器から直接加圧充填するため安全
10.4インチタッチスクリーンから全ての測定モジュールの操作が可能な最新の制御
缶、ガラス瓶、PETボトルなど、あらゆるパッケージに1つのQCソリューションで対応

ショ糖分析用マスター装置

%Diet、リン酸塩または酸度の分析: DietQC™ ME

ソフトドリンクアナライザーM
またはDMA™ 4100 M | 4500 M |
5000 Mは、高精度の測定装置であ
ると同時に高精度の制御ユニット
と表示変換機としても機能し、シ
ステムの「マスター」の役割を担
います。

DietQC™ ME及びDietQC™ MEは、無色の飲料向けのオプションを使用して、
高精度なダイエットソフトドリンクの濃度測定が可能です。DietQC™ MEに
は、ペルチェ素子温調システムを装備した安定した高精度の色度計が使用され
ています。この強力な測定方法(それぞれ430 nm及び280 nm)は、水の組成の
変動に影響されません。DietQC™ MEは、再現性が高く、化学薬品を使用しな
いダイエット分析を実現します。

CO2含有量: CarboQC ME

O2含有量及びTPO測定:
CarboQC ME用Option O2

ピアシング・充填システム:
PFD(Plus)

CarboQC MEは、高い信頼性を備
え、飲料中の溶存CO2量を高精度
で測定します。特許取得済みの多
段階体積膨張方式に基づく測定に
より、測定結果に対する他の溶存
ガス(N2やO2など)の影響が排除さ
れます。

Option O2の光学酸素センサーによ
る測定は、実績のある信頼性の高
い測定方法です。Option O2は、
すでにお使いのCarboQC MEに後
から簡単に取り付けることもでき
ます。

PFD充填システムを使うと、電気
を必要とせずにガラス瓶、PETボ
トル、または缶から簡単、清潔、
安全に直接充填することができま
す。脱ガスやろ過などのサンプル
の前処理は不要です。容器からサ
ンプル全量を充填する必要がある
場合は、PFD Plus充填システムを
使用することもできます。

お客様の測定の中心に
ソフトドリンクアナライザーM

DMA™ M

ソフトドリンクアナライザーM (SDA M)は、市販装置として最も高い精度を誇る密度・比重・濃度計DMA™ 5000 M
の精度で密度を測定し、同時にサンプル内の音速を測定します。これらの主要なパラメーターを用いて、さらに密
度測定に基づいた糖転化の測定を°Brix及びダイエット分析と共に実施します。高濃度のシロップの場合でも、最
終製品であるソフトドリンクの場合でも、ソフトドリンクアナライザー Mを使用すると、必然的な糖転化プロセス
が生じる前、進行中、及び転化後の実際の糖度に関する正確な情報が得られます。保存期間や保管温度にかかわら
ず、転化糖を含む飲料の高速かつ高精度の分析を実現した初のシステムです。手動で強制的に転化する必要はもう
ありません。

DMA™ M密度計は、特許取得済みの反復フェードアウト手法に基づき、U字管振動方式を使用して密度を
測定します。密度を利用して、一般的なソフトドリンクの°Brix値を計算します。必要な精度に応じて、
DMA™ 4100 M、DMA™ 4500 MまたはDMA™ 5000 Mを使用します。市販装置として最も高い精度を誇
る密度・比重・濃度計DMA™ 5000 Mを使用すれば、無色混濁タイプのダイエットドリンクのダイエット
濃度を測定できます。

U-View™

柔軟な構成

画面に表示される高品質な画像でガラスセルのサ
ンプル充填プロセスを確認。保存された充填サン
プル全体の画像は、後からいつでも表示させるこ
とができます。特にサンプル自動充填システムを
使用している場合には、画像の保存機能によっ
て、サンプルの充填と測定が適切に行われたこと
を後から確認できます。U-View™画像付き、また
は画像なしで測定結果を印刷したり、データセッ
トをLIMSシステムにPDFファイルとして送信する
ことも可能です。

ソフトドリンクアナライザーMやDMA™ Mは柔軟
性が高く、ラボ環境への統合も容易です。サンプ
ルチェンジャやその他の各種測定モジュールを追
加して、測定プロセスの効率化を図ることができ
ます。過酷な環境で操作する場合は、マウス、バ
ーコードリーダー、または外部キーボードを使用
したサンプル識別が可能です。

簡単な操作
迅速かつ効率的な作業をサポートします。クイッ
クアクセスエリアを利用すると、よく使うメニュ
ーダイアログをすぐに開くことができます。各ユ
ーザーに異なるレベルを割り当て、予期しない変
更を防ぐことができます。画面上に表示される記
号は、システムや操作に関する警告、自動サンプ
ルチェンジャや測定モジュールの現在の状況な
ど、重要な情報を示します。

PCAPタッチスクリーン
投影型静電容量技術(PCT/PCAP)を採用した10.4
インチのタッチスクリーンは、最新の携帯電話や
タブレットと同様の使いやすさです。手袋の着用
時でも操作は簡単です。フォントサイズを調整で
きるため、離れた場所にいても必要な情報を1つの
メイン画面で確認できます。

容易なデータ処理
必要に応じて装置に測定結果を保存できます。ま
た、様々なインターフェースを使用し、USBフラ
ッシュドライブ、プリンタ、イーサネットサービ
スを介してデータをエクスポートできます。レポ
ートは、PDF、TXT、XLSなどの一般的なフォー
マットで出力されます。アントンパール社のプロ
セス機器の自動校正機能がこのシステムを用いる
ことで使用可能になります。

FillingCheck™
サンプル内の気泡など、充填の失敗を密度計がリ
アルタイムで自動検出し、警告の表示とレポート
作成を行います。どのような条件下でもサンプル
の正確な充填が可能です。

特許取得済みのテクノロジー
DMA™ M及びSDA Mで使用する特許取得済みの
反復フェードアウト(repeated fade-out)手法によ
り、振動特性に関する総合的な知識に基づいて非
常に安定した密度結果が得られます。粘度の影響
を補正する能力も、市場に出ている他製品に比べ
て2倍の効果があります。

パッケージ
飲料アナライザー
時間とコストを節約
1つのパッケージから複数のパラメーター(密度、
音速、光吸収、CO2など)を並列分析することで、
分析時間を3～5分に短縮できます。一般的なソフ
トドリンクの実測Brix度や転化開始前のBrix度、ダ
イエットソフトドリンクのダイエット濃度、CO2
含有量などのQCパラメーターを自動で測定しま
す。さらに、pH、O2、濁度などのモジュールも追
加可能です。

基準分析方法との完全な比較が可能
PBA Mは、加圧によって溶存CO2を保持すると共
に、密度の測定中にCO2含有量を測定します。次
に、CO2補正後の密度値を°Brixに変換します。そ
の結果、より高い信頼性でより高速に、従来の手
法と同様のBrixとCO2濃度が得られます。

最小限の前処理で
高い信頼性を確保

一般的なソフトドリン
ク、炭酸飲料

一般的なソフトドリン
ク、炭酸飲料(転化糖あ
り・なし)

一般的なソフトドリン
ク、炭酸飲料、ダイエッ
トソフトドリンク

一般的なソフトドリン
ク、炭酸飲料(転化糖あ
り・なし)、ダイエットソ
フトドリンク

PBA Mシステムは、従来の分析手法に比べて高
速なだけでなく、信頼性の面でも優れています。
サンプル前処理で発生する可能性がある誤差を完
全に回避しています。サンプルの前処理が不要な
PBA Mシステムなら、簡単な操作で優れた測定結
果が得られます。

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

PFD (Plus)ピアシング・充填システム









密度計DMA™ 4100/4500/5000 M | 糖度: 実際の°Brix









ソフトドリンクアナライザーM | 糖度: 実際、転化前、転化後°Brix









CarboQC ME | CO2濃度[vol.、g/L]









DietQC™ ME | %Diet、g/L TA、mL NaOH、mg/100 mL H3PO4、アルカリ度









DietQC™ ME (無色の飲料用オプション使用) | %Diet、g/L TA、mL NaOH、
mg/100 mL H3PO4、アルカリ度





オプション

オプション

CarboQC ME用オプション O2 | O2 濃度[ppb、ppm]、TPO、
容器圧力

オプション

オプション

オプション

オプション

pH ME | pH値

オプション

オプション

オプション

オプション

HazeQC ME | 濁度: EBC、NTU

オプション

オプション

オプション

オプション

仕様
SDA M及びDMA™ Mの一般仕様

PBA M

タッチスクリーン

10.4インチTFT PCAPタッチスクリーン(640 x 480 ピクセル)

測定範囲

ハウジングの材質

密閉性の高いハウジング
上面/側面カバー: 被膜アルミニウム
背面: アルミニウム
前面、Xsampleスロットカバープレート: ポリスチレン/ブタジエン

密度

0～3 g/cm

メモリー

測定値1000件(カメラ画像の有無を問わない)

実測糖度

0～15 °Brix

インターフェース

USB (2.0フルスピード) x 4、イーサネット(100 Mbit) x 1、CAN Bus x 1、RS-232 x 1、VGA
x1

RS-232プリンター設定

インターフェース: RS-232 C、通信速度: 9600、パリティ: なし、ストップビット: 1、データ
ビット: 8年

繰り返し精度、標準偏差
DMA™ 4500 M: 0.00001 g/cm3*
DMA™ 5000 M: 0.000001 g/cm3*
ソフトドリンクアナライザーM: 0.000001 g/
cm3*

3

DMA™ 4500 M: 0.01 °Brix
DMA™ 5000 M: <0.01 °Brix
ソフトドリンクアナライザーM: <0.01 °Brix

転化前糖度

0～15 °Brix

ソフトドリンクアナライザーM: 0.02 °Brix

転化後糖度

0～15 °Brix

ソフトドリンクアナライザーM: 0.02 °Brix

電圧

AC 100～240 V、50/60 Hz

転化度

0～100 %

ソフトドリンクアナライザーM: 1 %

電力

190 VA (Xsampleと外部測定モジュールを含む)

温度

20 °C

電源インレット

IEC/EN 60320-1/C14保護クラスI準拠

ヒューズ

セラミック管ヒューズ5 x 20 mm、IEC60127-2、AC 250 V、T 5 AH

DMA™ 4500 M: 0.01 °C
DMA™ 5000 M: 0.001 °C
ソフトドリンクアナライザーM: 0.001 °C

環境条件(EN 61010)

屋内使用限定

標準的なダイエット飲料の組成のダイエッ
ト濃度

周囲温度

15～35 °C

0～200 %または
0～100 mL NaOHまたは
0～100 g/L TA

湿度

相対湿度10～90 %、結露なし

汚染度

2年

過電圧カテゴリ

II

DietQC™ ME: 有色ダイエットドリンク: 0.2
%
DietQC™ ME (無色の飲料用オプション使用):
無色ダイエットドリンク: 0.4 %
DMA™ 5000 Mまたはソフトドリンクアナラ
イザーM: 無色または混濁ダイエットドリン
ク: 0.4 %

高度

最大3000 m

CO2

0～6 vol. (0～12 g/L): 30 °Cの場合
0～10 vol. (0～20 g/L) <15 °C

0.005 vol. (0.01 g/L)

O2

0～4 ppm

2 ppb (200 ppb未満の範囲)

pH

pH 0～pH 14

SDA M及びXsample™

0～3 g/cm3

繰り返し精度、標準偏差

測定1回あたりのサンプル量

0.000001 g/cm3*

PBAシステムの動作圧力

音速

1000～2000 m/s

0.1 m/s*

実測糖度

0～80 °Brix

< 0.01 °Brix

転化前糖度

0～80 °Brix

0.02 °Brix

転化後糖度

0～80 °Brix

0.02 °Brix

転化度

0～100 %

1%

温度

20 °C

0.001 °C

pH

pH 0～pH 14

0.02 (pH 3～7の範囲)

PBA-S/SIでは120～150 mL (測定モジュールを追加する毎に約20 mL増量)
相対圧力6±0.5 bar

670 mm

測定範囲

5分

標準的な測定時間

脱ガスしたソフトドリンク20 mL/シロップ40 mL

測定1回あたりのサンプル量

Xsample™ 320

Xsample™ 520

最大サンプル粘度

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

マガジン

なし

24ポジション

360 mm

密度

0.02 (pH 3～7の範囲)
3～5分

標準的な測定時間

* ISO 5725に準拠
** 周辺温度及び測定温度での粘度が500 mPa.sまでのサンプルが推奨されます。
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