動粘度計SVMシリーズ
SVMシリーズ

新たな粘度測定の
世界へようこそ！
発展と技術革新、高精度な製作技術、研究にかける情熱。これらの価値は
アントンパール社の特長をよく表しています。これらは、20年以上にわたっ
てお客様に提供してきた粘度測定ソリューションを支え続けてきました。当
社の品質基準は、細部へ細心の注意を払って作り出されるコンポーネント、
画期的な測定原理、考え抜かれたユーザーインターフェースとして製品に組
み込まれています。SVMシリーズは、当社の強力な技術的リーダーシップに
基づいて、粘度測定の世界に再び革命をもたらしました。そして、最新の技
術を利用して市場で最高の動粘度計を提供しています。

測定原理

このSVMスマート粘度計は、応用
クエット式の測定原理に基づく高精
度な粘度計であり、粘度セルおよび
密度セルで構成されています。コン
パクトな粘度測定セルには一定速度
で回転する外部チューブがあり、
このチューブにサンプル液を充填し
ます。サンプルを充填すると、磁石
を内蔵したローターがサンプル内に
浮かんだ状態になります。サンプル
のせん断力によってローターが駆動
しますが、磁力によって回転が遅く
なります。測定開始後まもなく、ロ
ーターが平衡速度に達することで、
液体の粘度に変換されます。動粘度
は、サンプルの絶対粘度と密度から
自動的に計算されます。
独自の技術

SVMの特許取得済み設計により、工
具不要で測定セルへのアクセスが可
能です。革新的かつ特許取得済みの
FillingCheck™は、密度セルの充填品
質をリアルタイムで監視し、極めて
正確な粘度測定を可能にします。
適合規格

SVMは、ASTM D7042とD445の両
方で結果を提供し、完全なコンプラ
イアンスを実現する唯一の動粘度計
です。さらに、SVMのユニークなテ
スト方法は、多数の国内および国際
規格、および次のような製品仕様で
採用されています。
- SAE J300
- ASTM D2270
- ASTM D396
- ASTM D975
- ASTM D1655
- ASTM D6751
- ASTM D7467
- JIG AFQRJOS
- ISO 23581

あらゆる課題に
利用可能なSVM

高い柔軟性：全粘度範囲をカバーするために12個以上のガラスキャピラリーは必要
ありません。すべてのサンプルをたった1つの粘度計で測定してください。
エラーゼロ： 自動計算とデジタルデータの記録・保存機能により、エラーフリーの
測定と優れたトレーサビリティが実現します。

SVMは、世界中で最も信頼されている動粘度計の1つで
す。何千ものお客様が何十年にもわたりSVMを使用されて
います。これは、この方法が最もスマートな方法であるだけ
でなく、その他のいくつかのメリットが、ラボの内外で決定
的な違いをもたらすためです。

安全性の向上： ガラスの破損をゼロにする金属製測定セルと、引火性液体なしで
安全な取り扱いを可能にするペルチェ温度制御。
コストを削減し、地球を保護します 。環境フットプリントを低く抑えるわずか5 mlの
サンプルと6 mlの溶媒での分析、そしてわずか50Wの電力消費。
時間の節約：自動測定と自動校正でサンプルのスループットを向上し、オペレーター
の時間を他の作業に解放。
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さらに詳しい情報はこちら

www.anton-paar.com/svm-series

SVM 1001 / 1001 Simple Fill

- (QRコード + SVM
1001 動画へのURL)

世界はガラス製
ではありません
SVM 1001およびSVM 1001 Simple Fillは、低予算で自動デジタル動粘度計を
導入できます。壊れない測定セルを使用することで、ストップウォッチ、恒
温槽、または追加のガラスキャピラリーを必要とせずに、ディーゼル燃料か
ら潤滑油までのサンプルを測定できます。D7042とD445の両方で、ASTM準
拠の結果が提供されます。SVM 1001シリーズは、手動の細管式粘度計と比
較して、スループットの150%の向上、エネルギー消費の95%削減、そして溶
媒使用量の75%削減を実現します。SVM 1001 Simple Fillでは、サンプルを
ファンエルに直接注ぐことができ、ピペットやシリンジといった消耗品コス
トを削減し、粘度測定をこれまでになく簡単に行うことができます。

1本の測定セルが12本の
キャピラリーを置き換え

手動のD445粘度計と比べ
高いスループットを実現

SVM 1001シリーズは、0.3～5,000
mm²/sの幅広い粘度範囲をカバー
し、単一の壊れない金属製測定セル
を備えています。これにより、キャ
ピラリーの購入、校正、交換コスト
を削減し、時間も節約します。未知
のサンプルを測定する場合に、適切
なキャピラリーを選択するために試
行錯誤する必要もありません。これ
により、オペレーターによる影響を
排除できるとともに時間と手間がさ
らに削減され、正確な測定が保証さ
れます。

SVM 1001シリーズは、手動のD445
ガラスキャピラリー粘度計に比
べ、150 %高いスループットを可能
にします。最大37サンプル (単一測
定)/時間、 および10サンプル (ASTM
に基づく繰り返し測定)/時間 の処理
可能。温度平衡化は、ASTM D445
で推奨されている30分は不要で、1
分以内の短時間で行われます。これ
により、オペレーターは他の作業に
集中する時間ができます。

最高のシンプルさ

SVM 1001：エラーフリー

鍵を握る安全性

最小限の環境フットプリント

動粘度の測定がこれまでになく簡単
に容器から直接サンプルを充填し、
スタートボタンを押すだけです。ピ
ペットやシリンジは不要です。洗浄
と乾燥も簡単です。ファンエルに溶
剤を注ぎ、残りはSVM 1001 Simple
Fillにお任せください。SVM 1001シ
リーズはバッテリー駆動式で、機器
を現場に持ち込んだり、停電時にも
測定を続けたりできます。

自動デジタルデータ処理によっ
て、SVM 1001シリーズは手動の転
記や計算ミスを排除します。内蔵型
データストレージがデータ損失を防
止し、データを測定デバイスからPC
(無償のV-Collectソフトウェアを使
用) またはUSBドライブに直接エク
スポートし、さらなるデータ処理が
可能です。

SVM 1001は、ガラスキャピラリー
破損によるリスクがゼロで、市場で
唯一存在するASTM準拠の低コスト
型動粘度計です。洗浄に必要な溶剤
はわずか数mlで、危険な溶剤による
オペレータへの影響も少なくなって
います。内蔵されたペルチェサーモ
スタットによって、高温または可燃
性恒温槽用液が不要で、オペレータ
ーのリスクをさらに低減し、ラボの
安全性を向上します。

SVM 1001シリーズは、環境フット
プリントを大幅に削減し、エネルギ
ー消費量は、手動ガラスキャピラリ
ーの場合の1000W以上に対しわず
か50Wとなっています。ASTM準拠
の測定には、従来のサンプル量であ
る25mlから5mlに、そして測定ごと
の溶媒使用量も40mlから6mlに削減
します。これにより、溶媒の年間購
入コストおよび廃棄コストを節約で
き、持続可能な測定プロセスが実現
します。

SVM 1001
低コストなチョイス

SVM 1001 Simple Fill
シンプル安全卓越


ASTM D396、D975、D3699、D6158、D6823、D7467、
D8029およびその他の多くの規格に準拠

潤滑油

ASTM D396、D975、D3699、D6158、D6823、D7467、
D8029およびその他の多くの規格に準拠
ディーゼル

使用条件下のオイル

燃料油

重油

- 5分以内に測定準備完了
- 直感的なユーザーインターフェースによる測
定作業ガイド
- 一定温度での動粘度については、+15 °C～
+100 °C、2つ目の温度はオプションとして利
用可能
- 測定結果は、ASTM D7042およびD445とし
て表示可能 (統合型ASTM定義のバイアス補
正を使用)
- 高いトレーサビリティと提供するデジタルデー
タ処理で、ストップウォッチ、手動計算による
計算ミス、手作業でのレポート作成を排除
- 測定あたり5分のオペレーター時間
- 必要な最小サンプルサイズ：わずか1.5 ml

- プア&プレイ：サンプルをファンネルに直接注ぐ
だけで準備完了
- ピペットやシリンジは不要
- 洗浄も簡単：ファンネルに溶剤を注ぎ、残りは
SVM 1001 Simple Fillにお任せ
- 内蔵型エアポンプによる自動乾燥機能で次の
テスト準備が完了
- 測定あたり2分のオペレーター時間
- 従来の手動式ガラス細管式粘度計に比べて、
スループット150 %アップを実現
- 一定温度での動粘度については、+15 °C～
+100 °C、2つ目の温度はオプションとして利
用可能
- 1つの壊れない測定セルが12個のウベローデ粘
度計を置き換え

潤滑油

ディーゼル

燃料油

重油

使用油

SVM 2001 / 3001 / 3001 Cold Properties / 4001

1つの機器、
多くのサンプル
SVM 3001、SVM 3001 Cold Properties、およびSVM 4001は、ASTM D4052準
拠の密度、粘度指数、析出点、曇り点など、動粘度以外の特性も含めた測定値
を必要とされるユーザー様、またはより広い温度域と追跡可能なデータ処理のた
めの完全な接続性を備えた高度な自動化を求めておられるユーザー様に最適な
ソリューションです。非常に多彩な用途に対応するSVM 2001/3001/3001 Cold
Properties/4001は、ジェット燃料からディーゼルおよび潤滑油まで幅広いサンプ
ルに、広範囲の温度 (-60°Cから +135 °C、SVM 3001)およびに D7042とD445の
両方の範囲の粘度(0.2から30,000 mm²/s)に対し複数のテスト結果を提供します。
自動化されたソリューションにより、夜間や週末でも完全に無人での測定が可能
です。SVM 2001、3001、3001 Cold Properties、または4001は、低コストで柔軟
性を提供します。

単一のサンプルから複数のパラ
メーターを測定
SVM 2001/3001/3001 Cold Properties
/4001は、1シリンジで動粘度、密
度、APIグレード、粘度指数、曇り
点、析出点、12 cStでの温度(粘度境
界温度)、および析出点を超える標準
(SFP)といった動粘度意外の多くの
パラメーターを提供します。これら
の測定を様々な機器で行う時代は終
わりました。

あらゆる用途に対応する柔軟性

445 inside

広い温度範囲

トップレベルの密度測定

SVM 2001/3001/3001 Cold Properties
/4001は、0.2から30,000 mm²/sまで
の広い粘度範囲を、単一の壊れない
金属測定セルでカバーします。キャ
ピラリー交換がゼロで、多種多様な
サンプルを測定します。

ASTMのバイアスを多くのサンプル(
ジェット燃料、ディーゼルおよびバ
イオディーゼル、燃料油、配合油、
残留燃料など)に適用することで、当
社のスマートなSVM粘度計ラインナ
ップのメリットを最大限に活用しつ
つ、D7042およびD445の結果を提供
します。

SVM 3001 (-60～ +135 °C) およ
びSVM 3001 Cold Properties (-60
～+100 °C) の広い温度範囲によっ
て、さまざまなサンプル (ジェット
燃料、ディーゼル、潤滑剤、ワック
スなど) を1つの機器でテストできま
す。-20°Cまでの温度は、外部冷却
補助なしで到達でき、加熱および冷
却速度は最大 +20 °C/分で、全温度
範囲にわたるサンプルの特性に関す
る情報をすばやく収集します。

SVM 2001/3001/3001 Cold Properties
/4001は、粘度だけでなく密度
も測定します。SVM 3001 、
SVM 3001 Cold Properties、および
SVM 4001は、ASTM D4052に完全
に準拠した密度測定を行い、追加
のAPIパラメーター(API比重または
°API）を提供します。特許取得済み
のFillingCheck™は、密度セルの充填
品質を監視し、気泡が発生した場合
にユーザーに警告し、エラーを排除
します。これらのユニークな機能に
より、このSVMシリーズは市場で最
も幅広い用途に対応する動粘度計と
なっています。

SVM 2001
すぐに使える
高い柔軟性

SVM 3001
「業界標準」


ASTM D396、D975、D3699、D6158、D6823、D7467、D8029および
その他の多くの規格に準拠

-

+15 ～ +100 °Cの任意の温度での動粘度に対応
3桁のデジタル密度測定機能も内蔵
オプションで粘度指数 (VI) も特定
サンプルチェンジャーの幅広いポートフォリオからの完
全自動化を選択：単一のサンプル処理からマルチポジ
ションサンプラーによる夜間自動処理まで
- 加熱型と非加熱型オートサンプラーの両方が利用可能

燃料(ディーゼル、ジェッ
ト、船舶、バイオ燃料)

潤滑油

重油

潤滑油

原油

ディーゼル

添加剤

ASTM D396、ASTM D975、ASTM D1655、D2880、D3699、D6158
、D6751、D6823およびその他の多くの規格に準拠

燃料油

重油

使用油

- 1台の装置でジェット燃料からワックスまであらゆるサンプ
ルに対応
- 最大温度範囲：-60～+135 °C
- 外部冷却装置を使わずに-20 °Cまで冷却
- 急速加熱/冷却(最高20 °C/分)
- ASTM D4052に準拠した密度測定
- 迅速な温度スキャンで、温度の違いによるサンプルの変化
の情報を提供
- FillingCheck™機能が不適切な充填による気泡を検出
(ASTM D4052規格の要件)
- 将来のペーパーレスラボのためのLIMSおよびAPConnect
への接続性

使用油

化学薬品

ワックス

SVM 3001
Cold Properties
すべての測定を1つに

SVM 4001
2倍のメリット


ASTM D1655、D2880、D7566、DEF STAN 91-091
、AFQRJOS、D396、D975、EN ISO 16896の他、多数の規格に準拠

- 低温アプリケーション用のオールインワンソリューシ
ョン
- ジェット燃料認証に承認済みで、ASTM D1655に完全
に準拠
- ディーゼル燃料認証に承認済みで、ASTM D975に完
全に準拠
- ASTM D4052に準拠した密度測定
- 1度の作業で粘度、密度、曇点、析出点を測定 (動粘度
は自動算出)
- 航空機エンジンの安全な運用を目的とした、-20およ
び-40℃でのジェット燃料粘度、12 cStでの温度(粘度
境界温度)
- 冷却装置を使わずに-20 °Cまで冷却
- ジェット燃料のポンパビリティーに対応した迅速な温
度スキャン
- 加熱することなく洗浄と乾燥を低温で測定

潤滑油

調合油

ジェット燃料

基材油

添加剤

ディーゼル

バイオディーゼル油

作動油

潤滑油

ブレーキ液


ASTM D6158、D6823、D7467、D8029、D396、D975、D3699および
その他の多くの規格に準拠

- 市場最速の粘度指数測定：2つの測定セルで +40 °C
および +100 °Cを同時測定
- ASTM D2270に完全に準拠
- ASTM D341に準拠した、統合型粘度温度の外挿
- 市場最少のサンプル量からの粘度指数(最小：2.5 ml)
- +15～+100℃の任意の2つの温度で同時に測定でき
る、革新的かつ高信頼性のデュアル粘度・密度計例:
- 基油および潤滑油混合物の+40 °Cおよび+100 °C
での粘度指数
- 重油(燃料)の+50 °Cおよび+100 °Cでの粘度
- 燃料油の+15 °Cでの密度と+40 °Cでの粘度
- 自己完結型：追加機器は不要(例：PC、外部ソフトウェ
ア)
- チューブ交換は不要

作動油

使用油

燃料油

重油

結果を出す
カスタマイズ
サンプルを最大限に活用

Modulyzerは、1回の測定サイクルで1つのサンプルから複数のパラメーターを測定し、ボタンを
押すだけで1つの画面に必要なすべての結果を表示します。
究極の潤滑油分析装置

Modulyzer Oilは、1回のセットアップと実行で粘度指数を特定し、炭素タイプ分析を行います。
これは、基油やエンジン、ギア、トランスフォーマーオイルなど、配合潤滑油の品質管理を行
うラボにとって、大幅な時間節約になります。環分析および炭素分布の分析は、ASTM D2140
およびD3238に準拠して行われます。6分以内にすべてのパラメータが自動的に計算され、SVM
スクリーンに表示されます。3つの個別の測定を置き換える1つのターンキーソリューションを
お選びください。
オールインワンのジェット燃料分析装置

Modulyzer Jet Fuelは、ジェット燃料分析のための最も汎用性の高いソリューションで、粘度、
密度、曇り点、析出点、屈折率といった重要なパラメータを1回のみの測定で特定できます。こ
の構成によって、ASTMに準拠したジェット燃料の認証で低コストかつ省資源を実現します。サ
ンプルや溶媒、そしてエネルギー消費量を少なくて済むため、運用コストを最小限に抑えるこ
とができます。要約するなら、Modulyzer Jet Fuelは、極めてリーズナブルな価格で市場で最高
のソリューションを提供します。

さらに詳しい情報はこちら

ハイスループット粘度計(HTV)：スループ
ットが最優先される場合

高粘度サンプルも簡単に測定
www.anton-paar.com/apb-modulyzer

使用油測定の生産性を最大化

- SVM 1001：極めて低い取得・
ランニングコストで最速の動粘
度測定
- 加熱式磁気粒子トラップ(MPT)
による使用油から強磁性粒子の
効果的除去

- ワックス、燃料油、または重油
など融点または流動点の高い
サンプルを簡単に測定するた
めの高温充填アタッチメント
(SVM 2001およびSVM 3001で
搭載可能)
- また、加熱式サンプルチェンジ
ャーXsample 610および630
は、最高で+95 °Cまでの完全無
人充填および洗浄を実現します
(SVM 2001、SVM 3001、および
SVM 4001で使用可能)。

- アントンパールのハイスループッ
トプラットフォーム(HTX)をベー
スとする既製ソリューション
- 高サンプルスループットおよび/
または複雑なサンプル処理を実
現するカスタム自動化
-

最大で8つのSVM 2001/3001/
3001 Cold Properties/4001 粘
度計を搭載し、1日あたり最大
2,500サンプルを処理

- 完全に自動化されたクリーニン
グと標準オイルによる定期的な
再校正
- ASTM D7042に完全に準拠

ASTM D7042:
D445のアップグレード
バージョン
完全準拠

ASTM D7042テスト方法(SVMの特徴)
は、ASTM、ISO、SAE、IP、EN、DIN、DEFSTAN、MIL、GB、GOSTな
どのいくつかの国内および国際規格で参照されています。
ASTMでの長年の複数のラボによる調査の結果、SVMのASTMバイアス補正
が行われました。バイアスステートメントは、配合油、ディーゼル、バイオ
ディーゼル、ジェット燃料、残留燃料など、さまざまなサンプルで利用でき
ます。そのため、D7042はASTMで受け入れられているD445の公式の代替
規格となっています。SVMユーザーインターフェイスで希望するバイアス
補正を選択するだけです。残りの作業はSVMが行い、バイアス補正された
D445結果をディスプレイに表示します。これにより、D7042のすべての利
点を享受しつつ、(必要に応じて)D445に基づく報告が可能です。
また、D7042は従来のD445試験方法に代わる、より優れた持続可能な代替
手段で、必要なサンプル、溶媒、エネルギーがはるかに少なく、環境フッ
トプリントを削減しつつ時間とコストを節約できます。さらに、D7042では
キャピラリーを交換することなく様々なサンプルを測定できます。複数のガ
ラス細管式粘度計とは異なり1つの測定セルが高精度の粘度測定結果を提供
し、オペレーター間のばらつきがなく、作成・管理する文書もはるかに少な
くなり、品質管理のための作業負荷が軽減されます。

石油産業

ジェット燃料(ASTMD1655
またはJIGAFQRJOS)、デ
ィーゼルまたはバイオディ
ーゼル(ASTMD975または
ISO23581)の品質管理やエン
ジンオイルの分類(SAE J300)
する場合でも、SVMはこれ
らの規格に完全に準拠してい
ます。さらに、SVM 3001、
SVM 3001 Cold Properties、
およびSVM 4001で
は、ASTM D4052/ISO 12185に
基づく石油サンプルの密度を測
定でき、API比重、原油分類用
° APIなどのさまざまなAPIパラ
メータも特定できます。

内部および外部監査に対応

医薬品業界

SVM粘度計は、USP Chapter
912および841*、Ph. Eur.
Chapter 2.2.5および2.2.10に
完全に準拠し*、PQP資格要件
も満たしています**。また、
データ整合性に関する21 CFR
Part11にも準拠しています**。
したがって、関連するすべての
薬局方およびその他の製薬業界
関連の基準と規制要件を満たし
ます。すぐに使用できるPQP
文書は、認定作業の手間を最大
60%削減し、作業時間の節約に
寄与します。

完全なトレーサビリティ、そし
て測定手順やドキュメント作
成における一貫性が必要です
か？SVM 2001/3001/3001 Cold
Properties/4001 粘度計は綿密
な監査証跡を残し、ユーザー
管理、電子署名、非ストレージ
モード、および内部および外
部監査に確実に対応する多くの
機能を備えています。GMP 4
Annex 11 & 15/GLP、ALCOA+
、
21 CFR パート 11**に完全に準
拠し、これらの監査に必要なデ
ータの整合性とトレーサビリテ
ィ要件に対応します。

*SVM 3001、SVM 3001 Cold Properties、およびSVM 4001。  ** SVM 1001シリーズは未対応。

ペーパーレスラボに

オフィスの場所に関係なく、転
記ミスを排除し、10以上のパラ
メーターで測定をトリガーし、
一元化されたデータへのアクセ
スを提供します。ラボ運用ソフ
トAP Connectによって、ネッ
トワークに接続されたコンピュ
ターがあれば、どこからでもデ
ータにアクセスできます。デー
タフローを効率化することで、
分析のための時間を確保できま
す。デジタルデータ処理は、効
率的でペーパーレスラボを実現
するための鍵です。

サポート & 教育
すべての課題は、適切なパートナーとともに克服できます。適切な測定システムの選定から、必要なすべての関連
情報と教育の提供まで、アントンパールは、必要なときにいつでも優れたサービスとサポートを提供します。

デモとウェビナーに登録

豊富な知識データベースを掘り下げる

専門スタッフに連絡する

誰でも常に新しいことを学んでいま
す。当社も同じです。当社は、様々
な粘度測定について学び、専門スタ
ッフによる無料のオンラインウェビ
ナーとデモを定期的に提供していま
す。また、以前のウェビナー動画
も、ライブラリでご利用いただけま
す。独占ライブデモにご関心があり
ますか？それなら、ご遠慮なく当社
までご連絡ください。

アプリケーションレポート、製品関
連資料、チュートリアル動画を含む
ビッグコンテンツハブにアクセスす
るか、Wikiから関連情報を入手して
ください。

当社は、優れたサービスとサポート
には自信を持っています。全世界に
3,400人を超える従業員、30を超え
るアントンパール子会社と60を超え
る信頼のパートナーによるネットワ
ークを展開してこり、粘度計の専門
スタッフがいつでも電話で対応し、
喜んでお手伝いさせていだだきま
す。お客様が抱えている問題や直面
している課題の解決策について、ぜ
ひ電話でご相談させてください。当
社はお客様の信頼できるパートナー
になることを楽しみにしています。

さらに詳しい情報はこちら

さらに詳しい情報はこちら

アントンパール社は
装置の品質に自信を持っています。
だからこそ、3年にわたる完全保証を
提供しています。
すべての新しい装置*には、3年間の無償修理が含まれます。
予期せぬコストの発生を回避し、常に安心して装置をご利用いただけます。
保証に加えて、幅広い追加サービスとメンテナンスオプションが用意されています。
*一部の装置は、使用されている技術により、定期的なメンテナンスが必要になります。
メンテナンススケジュールの遵守は、3年保証の前提条件となります。

メーカーから直接提供されるサービスとサポート
当社の包括的なサービスは、稼働時間を確実に最大化できるように、
お客様の設備資産に対して最適な個別の保護が提供されます。
keeping your investment healthy

お客様の設備資産を保護
装置の使用頻度に関係なく、装置を良好な状態に保ち、3年保証を
含めて設備資産を保護します。
www.anton-paar.com/
apb-visco-webinars

www.anton-paar.com/
apb-wiki-visco

お問い合わせへの迅速な対応
緊急の対応が必要な場合に備えて24時間以内にお問い合わせに対
応いたします。24時間以内にお問い合わせに対応いたします。自
動応答ではなく、担当者が直接サポートいたします。

認定サービスエンジニア
当社の卓越したサービスは、技術エキスパートの継続的で徹底し
たトレーニングが基盤となっています。トレーニングと認定は自
社施設で行っています。
at your location

グローバルなサービス提供
86拠点、350名の認定サービスエンジニアを擁する大規模なカスタ
マーサービスネットワークを展開しています。アントンパール社
のサービスエンジニアは、常にお客様の近くでサポートを提供い
たします。

SVM 1001

SVM 1001 Simple Fill

SVM 2001

SVM 3001

SVM 3001 Cold Properties

SVM 4001













特許
測定方法

AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556

AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO
23581、EN 16896

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO
23581、EN 16896

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO
23581、EN 16896

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO 23581、
EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185相当

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO 23581、
EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185相当、
ASTM D2386同等またはそれ以上、ASTM D2500同
等またはそれ以上

ASTM D7042、D445バイアス補正、ISO 23581、
EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185相当

粘度

0.3～5,000 mm²/s

0.3～5,000 mm²/s

0.2～30,000 mm²/s

0.2～30,000 mm²/s

0.2～30,000 mm²/s

0.2～30,000 mm²/s

密度

–

–

0～3 g/cm³

0～3 g/cm³

0～3 g/cm³

0～3 g/cm³

温度

+15～+100 °C (+59～+212 °F)
(標準で1つの温度、オプションで第2の温度)

+15～+100 °C
(+59～+212 °F)

-60～+135 °C
(-76～+275 °F)

-60～+100 °C
(-76 ～+212 °F)

15～+100°C
(+59～+212 °F)

測定範囲

精度
粘度の繰返し精度**

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

0.35 %

密度の繰返し精度**

–

–

0.0002 g/cm³

0.00005 g/cm³

0.00005 g/cm³

0.00005 g/cm³

密度の再現性**

–

–

0.0005 g/cm³

0.0001 g/cm³

0.0001 g/cm³

0.0001 g/cm³

曇点/析出点の繰返し精度**

–

–

–

–

<0.5 °C / <0.5 °C

–

曇点/析出点の再現性**

–

–

–

–

<2.5 °C / <1.3 °C

–

0.005 °C

0.005 °C

0.005 °C

0.005 °C

0.005 °C

0.005 °C

粘度の再現性**

温度の繰返し精度
温度の再現性

0.03 °C (0.054 °F): +15～+100 °Cから

0.03 °C (0.054 °F): +15～+100 °Cから、0.05 °C (0.09 °F)この範囲外

0.03 °C: +15～+100 °C

性能
サンプルの最小量 / 通常量

1.5 mL / 5 mL

3.5 mL / 8 mL

1.5 mL / 5 mL

1.5 mL / 5 mL

1.5 mL / 5 mL

2.5 mL / 6 mL

溶剤の最小量 / 通常量

1.5 mL / 6 mL

5 mL / 10 mL

1.5 mL / 6 mL

1.5 mL / 6 mL

1.5 mL / 6 mL

2.5 mL / 10 mL

最大サンプルスループット

37サンプル/h

21サンプル/h

33サンプル/h

33サンプル/h

30サンプル/h

24サンプル/h

第2の温度

第2の温度

自動VI測定

ケミカルアップグレードキット、Abbemat屈折計
300/500、350/550、450/650とのモジュール性

Abbemat屈折計300/500、350/550、450/650とのモ
ジュール性

Abbemat屈折計300/500、350/550、450/650とのモ
ジュール性

磁気粒子トラップ (MPT)

なし

磁性粒子トラップ (MPT)
高温充填アタッチメント (HFA)

磁性粒子トラップ (MPT)
高温充填アタッチメント (HFA)

磁気粒子トラップ(MPT)

磁気粒子トラップ(MPT)

なし

一体型Simple Fill充填装置

オプションのオートサンプラー
(Xsample 340、520、530、610、630) +
ハイスループットプラットフォーム HTV

オプションのオートサンプラー (Xsample 340、520、
530、610、630) + ハイスループットプラットフォー
ム HTV

オプションのオートサンプラー (Xsample 340、
Xsample 530) + ハイスループットプラットフォー
ム HTV

オプションのオートサンプラー (Xsample 340、530、
610、630) + ハイスループットプラットフォーム HTV

機能
オプションによるアップグレード
アクセサリ
オートメーション

技術仕様
内蔵メモリ
"HID (ヒューマンインターフェイス
デバイス)
インターフェース

4 x USB (3 x A、1 xB)

準拠規格
電源

1,000回分の測定結果を保存可能

1,000回分の測定結果を保存可能

7インチタッチスクリーン

10.4インチタッチスクリーン、オプションキーボード、
マウス、2Dバーコードリーダ

4 x USB (3 x A、1 xB)

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

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

CEマーク、EMC指令EN 61326-1、LV指令EN 61010-1、RoHS
装置側: DC 24 V /3A、ACアダプタ
ー AC 90 V～AC 264 V、47 Hz～63
Hz、75W未満

環境条件

装置側: DC 24 V /3A、ACアダプタ
ー AC 90 V～AC 264 V、47 Hz～63
Hz、75W未満

CEマーク、EMC指令EN 61326-1、LV指令EN 61010-1、RoHS

AC 100～240 V、50～60 Hz、250 VA

AC 100～240 V、50～60 Hz、250 VA

15～35 °C、相対湿度80 %以下(結露なし)

15～35 °C、相対湿度80 %以下(結露なし)

正味重量 (kg) (ポンド)

5.6 kg (12.3ポンド)

6.6 kg (14.6ポンド)

15.9 kg (35.1ポンド)

寸法(幅 x 奥行 x 高さ)

26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm
(10.4インチ x 14.4インチ x 7.1インチ)

33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm
(13インチ x 14.4インチ x 8.1インチ)

33 cm x 51 cm x 23.1 cm
(13インチ x 20インチ x 9.1インチ)

*化学物質用アップグレードキットの粘度範囲は1～10 000 mPa·s
**調整のポイントまたは校正補正点で立証済みです。標準液の不確かさは含まれません。

17.6 kg (38.8ポンド)

18.0 kg (39.7ポンド)
33 cm x 51 cm x 23.1 cm

17.8 kg (39.2ポンド)
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