蒸留酒分析の
製品名
概要

蒸留酒のためのソリューション

ラボ分析

麦汁/果汁のモニタリング

アントンパール社は、何十年にもわたっ
て、お客様の生産工程に対応する蒸留酒
分析のソリューションを洗練させてきた
ことを誇りに思っています。これらは知
的で、直感的で、自動化されたシンプル
なソリューションです。時間という試練を
経て、未来のテイストになっています。
で
は、当社に至高の蒸留酒を作るお手伝い
をさせてください。

麦汁や果汁からの
生産量を最適化


発酵および醪分析

発酵プロセスの
継続的モニタリング


蒸留

最も高い品質基準に対応

市場で最も正確なソリューションを活用し、蒸留法に比べて最
大10倍の速さを実現

すべての分析タスクを
最も効率的な方法でカバー

麦汁/果汁から製品まで、ひとつのラボシステムで

前溜や余溜を含まない
純粋な製品を保証


貯蔵とブレンド

蒸留酒を完璧な状態で保管し
上質な仕上がりに


ラベル表記への準拠
すべての税制上の要件に準拠

ろ過

外観にも注目


さらに詳しい情報はこちら
ボトリング

サンプルを準備することなく
最終品質パラメータを測定

www.anton-paar.com/spirits

一歩先へ
アントンパール社は、進化する飲料業界のトレンドやアプリケーションを常に
一歩先取りし、お客様にも一歩先を行くソリューションを提供します。従来の
蒸留酒、ジン、またはリキュールの分析でも、時間を短縮し、簡単に分析し、プ
レミアム製品の提供をお手伝いをします。







エキスがまったくないか、ま

 たはほとんどない蒸留酒

例：ウォッカ、ジン、テキー
ラなど

 ブレンドおよび熟成製品
例：ウイスキー、ラム、コニャ
ックなど

 リキュール
例：ハーブリキュール、ビター
ズ、フルーツリキュールなど

麦芽と果汁の分析

 外観エキス
pH
密度

お客様の野心的な目標に合わせて。当社はできるのは卓越性への貢献のみ



エキス分/糖分の損失を最小限に抑制



プロセスの一貫性を向上



時間、エネルギー、水、コストの削減



煮沸時間短縮によるマッシュアップ効率の向上

ALCOLYZER分析システム

優れた
データ管理

DMA 4501
Alcolyzer 3001
pH 3101
Xsample 320

最先端密度測定
- 20秒で4桁の密度精度を実現
した最速のベンチトップ型
密度計
- すべての潜在的インシデント
を記録
独自のPulsed Excitation
Method (PEM)を採用し、さら
に進化したアルゴリズムを組
み合わせることで、作業時間の
削減と使いやすさを追求した密
度計です。新しいカメラは、従
来モデルの3倍の解像度、バッ
クライトの調整、フレームの再
配置、ズーム対応のU-View™
機能を備えているため、充填時
や洗浄時に詳細な目視確認がで
き、正しい結果を得ることがで
きます。

事前設定済みの
パラメータ
- 蒸留酒分析における主要パラ
メータに対応
- お客様のニーズに応じた選択
と構成
Alcolyzer分析システムは、ア
ルコール度数や総エキス量とい
った蒸留酒特有のパラメータに
対応し、事前設定された様々な
生産量が含まれています。つま
り、生産工程の各ステップで、
必要となるすべてのパラメータ
を分析できます。

- 画面上やネットワーク経由で
の便利なデータ管理
- AP Connectソフトによるデ
ータの一元管理
機器レベルで直接行われる高度
なデータ処理により時間を節約
します。最大10,000件の測定
値を保存でき、ユーザー定義の
生産量レポートを必要なときに
呼び出すことができます。ITネ
ットワークを介してデータ管理
システムにデータを転送し、ラ
ボ運営ソフトAP Connectにシ
ステムをリンクすることも可能
です。これにより、50台以上
のアントンパール機器をリンク
し、10件以上のパラメーターで
の測定をトリガーし、数万件の
測定結果を単一のデジタルスペ
ースに保存します。

 外観エキス
発酵制御および醪分析

アルコール
pH
密度

完璧な発酵のためのモジュラーソリューション



最適化された発酵プロセス



一貫して高い製品品質



望まれる生産量を達成するためのタイムリーな対応



正確なエンドポイント特定によるコスト削減



ラボの作業とプロセスにおける時間短縮

ALCOLYZER分析システム
DMA 4501
Alcolyzer 3001 / 3001 Beer
pH 3101
Xsample 520

発酵の進捗状況
を把握する
- 容易な生産量の選択
- パワフルなソフトウェアツー
ルによる統計的データ評価
測定データを評価し、発酵を正
確に把握します。システムのデ
ータメモリ内のソフトウェアツ
ールは、特定の発酵槽に関連す
る特定のデータセットを絞り込
み、評価します。これにより、
意図した通りに発酵が進まなか
った場合、即座に介入すること
ができます。

モジュール構成
- お客様の要件に応じて希望の
構成を選択可能
- 必要に応じてシステムを拡
張可能
分析システムのベーシックバー
ジョンは、最も重要な品質パラ
メーターであるアルコール分と
総エキス量を測定します。追加
のpH・濁度測定モジュールや
自動充填のソリューションでシ
ステムを拡張してください。

直感的な操作性
- シンプルさと直感性の融合
- オペレーターの利便性を追
求したユーザーインターフ
ェース
分析機器の操作性が格段に向上
しました。新設計のユーザーイ
ンターフェースでは、接続され
たすべての測定モジュールを1
つのユーザーインターフェース
で同時に設定・操作することが
でき、結果出力も自由に設定で
きます。

 アルコール

蒸留制御

密度

コアコンピタンスへの集中



一貫して高い製品品質



前溜や余溜を含まない純粋な製品



ボトリング/熟成/ブレンドの仕様を満たした蒸留酒のみをリリース



税制上の適切な取り扱い



蒸留酒の粗悪化を回避

濃度計
DMA 5001

蒸留酒で
最高の精度
(0.01 %v/v未満)
を実現
- 世界の公的機関が認めた精度
- システム外での計算を排除
DMA 5001は、測定セルの温度
を高精度に制御し、簡単な空気
と水の調整のみであらゆる度数
の蒸留酒のアルコール度数を正
確に測定します。密度は自動的
に% v/vに変換されます。

サンプル診断
- 充填エラーを自動的に検出し
て警告
- サンプル内の気泡や粒子をリ
アルタイムで検出
U-View™とFillingCheck™は、
リアルタイムに気泡を自動検出
する機能で、測定シーケンス全
体を監視した後、結果を検証す
ることができます。潜在的な充
填ミスを自動的に追跡して記録
し、完全なトレーサビリティを
保証します。

アルコール
テーブル
- 国内または国際的なテーブル
に沿った結果を提供
- 異なる基準温度でのアルコー
ル度数測定をカバー
DMA 5001には、あらかじめ定
義された様々なアルコールテ
ーブルが用意されています。
それらを結果の出力に適用すれ
ば、常に完全な適合性が得られ
ます。

貯蔵とブレンド
すばらしい蒸留酒製造プロセスの最後の仕上げ



ブレンディングプロセスの検証



製品を調整し、目的の生産量を実現



蒸溜酒の粗悪化を排除し、最終製品の安定した品質を提供



税制上の適切な取り扱いを管理



ボトリングのために製品をリリースする

 アルコール

合計エキス濃度
色度
pH
密度

スピリッツ分析システム
DMA 5001
Alcolyzer 3001 Spirits
pH 3101
Xsample 520

1つのサンプル
ですべてのパラ
メータを取得
- 選択したすべてのパラメータ
ーを同時に分析
- 分析時間を増やすことなく、
一度にすべての結果を取得
蒸留酒分析システムは、1回の
測定サイクルで、1つのサンプ
ルから主要なQCパラメータで
あるアルコール含有量、総エキ
ス濃度を分析します。また、オ
プションでpHや濁度分析モジ
ュールも用意されており、さ
らに効率を高めることができ
ます。

自動で便利な調
整とキャリブレ
ーション
- 自動生成されるトレーサブ
ルなレポートによる調整/チ
ェック
ガイド付きの自動ウィザードに
より、チェックや調整が簡単に
行え、完全なトレーサビリティ
を実現します。適切な測定性能
を特定する作業は、蒸留酒分析
システムの標準操作手順にお任
せください。

製品全体の精度
を把握
- 麦汁から最終製品にまで対応
- ウォッカからリキュールま
で、あらゆる種類の蒸留酒を
カバー
蒸留酒分析システムは、蒸留製
品だけでなく、ウイスキー、コ
ニャック、テキーラなどの熟成
製品の分析にも対応します。こ
れにより、税制上の表記に対す
る厳格な要件を満たし、製品仕
様にも容易に準拠することがで
きます。

ろ過とチルヘイズ
製品リリースまでの最短ルート



適切なろ過プロセス



すべての法的要件の遵守



一貫して高い製品品質



サンプルの前処理やオペレーターによる影響を排除



顧客満足度の保証

 濁度

アルコール
外観エキス
色度
密度

スピリッツ分析システム
Alcolyzer 3001 Spirits
Haze 3001
Xsample 520

ろ過の様子が
よくわかる
- あらゆるタイプの蒸留酒に
対応した高精度なろ過モニタ
リング
- 広く認められている比法に
準拠
Haze 3001に搭載された3つ
の角度(透過0°、散乱光25°
、90°)で測定する公認比法を用
いて、粒子径による濁度値への
影響を防止しています。製造プ
ロセス全体での高精度なろ過の
モニタリングが保証されます。

自動チェックと
調整
- チェックと調整の全自動ル
ーチン
- トレーサブルな卓越した測
定性能
SOPルーチンを内蔵しているた
め、自動的に数値のチェックや
調整ができます。すべてのリフ
ァレンスメディアは自動的に充
填されるため、かつてないほど
容易に機器の性能を維持できま
す。すべての結果は完全にトレ
ーサブルで、すべての調整・校
正作業の記録も残すことができ
ます。

モジュール構成
- お客様の要件に応じて希望の
構成を選択可能
- 必要に応じてシステムを拡
張可能
蒸留酒分析システムのベーシッ
クバージョンは、蒸留酒製造
における最も重要な品質パラメ
ーターであるアルコール分と総
エキス量を測定します。追加
のpH・濁度分析のための測定
モジュールでシステムを拡張
し、幅広い自動充填ソリューシ
ョンのメリットを活用してくだ
さい。

 アルコール度数

ボトリング
製品リリースまでの最短ルート



製品仕様への効率的な調整



すべての法的要件の遵守



常に高い製品品質で顧客満足度を保証



サンプルの前処理やオペレーターによる影響を排除



リキュール類の適切な製品組成を維持

エキスの外観
サッカロース濃度
転化後糖度
pH
密度

蒸留酒およびリキュール用分析システム
DMA 4500 M
Alcolyzer Spirits ME
飲料用pH ME
MCP 100
Xsample 520

各製品それぞれ
の調整は不要
- サンプル成分による影響を
排除
- 水と二成分溶液による自動
調整
Alcolyzer Spirits MEとAlcolyzer
3001による選択的アルコール
測定では、1回の調整のみでサ
ンプル中の他の成分の影響を受
けずに、あらゆる種類の蒸留酒
を分析できます。製品固有の校
正のためのリファレンス分析は
不要で、メンテナンスや保守時
間を最小限に抑えることができ
ます。

最大10倍の
高速化、規格へ
の完全準拠

蒸留酒から
糖度の高い
リキュールまで

- 蒸留結果に完全準拠
- 従来の蒸留法に比べて最大
10倍の速さを実現

- ポートフォリオ全体を1つの
システムで分析
- 特定のサンプル成分による影
響を排除

蒸留酒分析システムは、広く認
められた標準的手法である蒸留
法に基づき、アルコール度数と
エキス濃度を測定します。蒸留
が約1時間かかるのに対し、ア
ントンパールのソリューション
は最大で10倍の速さを実現し
ます。

蒸留酒およびリキュール用の
Alcolyzer分析システムは、蒸留
酒、ウイスキーやコニャックな
どの熟成酒、ショ糖による甘み
を持つリキュールなど、蒸留酒
業界のすべての主要製品の分析
に対応します。

蒸留酒を多項目分析
アントンパール社は蒸留酒分析装置をフルレンジで提供する世界初のサプライヤーです

20台以上のラボ機器とプロセス機器を用いて、工場内のあらゆる場所で受け入れる原材料から
完成した蒸留酒の最後の一滴までを測定し、複数のパラメータを追跡することができます。

麦汁/果汁の監視

麦汁/果汁の監視

密度(°Brix、エキス、°Plato、SG)、屈折率、音速
(エキス)、旋光度(°Z)、pH、濁度

麦汁/果汁の監視

発酵および醪分析

発酵の監視

密度(°Brix、エキス、°Plato、SG)、屈折率(原エキス、外観エキス、アルコー
ル、実エキス、実発酵度、発酵速度)、pH、濁度、色

原料モニタリング

屈折率、旋光性(°Z)、天然不純物
蒸留

蒸留酒の安全な監視

濃度(エキス)、アルコール、pH、色

ろ過
貯蔵とブレンド

冷却ろ過

濁度、アルコール、密度(合計エキス濃度)

蒸留酒ブレンドの監視

濃度(エキス)、アルコール、pH、色

ボトリング

ボトリングとパッケージング

密度(エキス)、アルコール、屈折率、旋光度(°Z)、
濁度、色、pH
蒸留

蒸留酒の安全な監視

濃度(エキス)、アルコール、pH、色

貯蔵とブレンド

リキュールブレンドの監視

密度(エキス)、アルコール、屈折率、旋光度（°Z）、濁
度、色、pH

蒸留酒製造プロセスにおけるその他のソリューション
については、当社のポートフォリオをご覧ください:
ラボ測定(携帯型装置も含む)

プロセス測定

www.anton-paar.com/spirits

プロセスの強化














密度

 DMA 4101、DMA 4501、DMA 5001
密度計の心臓部であるホウケイ酸ガラスで手作り
された振動U字管は絶妙に機能します。密度計自
体は、特許取得済みのパルス励起法で駆動されま
す。パワフル。インテリジェント。高信頼性。何
年にもわたり、非常に正確な測定データを提供し
ます。

アルコール

 Alcolyzer 3001 Spirits、Alcolyzer 3001

Beer、Alcolyzer 3001、Alcolyzer Spirits M
Alcolyzer 3001とAlcolyzer Spirits Mのポイント
は、選択的アルコール測定にあります。このメン
テナンスフリーのソリューションは、単一の調整
のみでアルコール濃度を測定し、蒸留酒分析にお
ける最適なパートナーといえます。

濁度

 Haze 3001
Haze 3001に搭載された3つの角度(透過0°、散乱
光25°、90°)で測定する公認比法を用いて、粒子径
による濁度値への影響を排除します。測定は、一
定温度に調整可能なセルで、波長650 nm±30 nmで
実行されます。



密度

DMA密度計

旋光度

 MCP 100
蒸留酒用Alcolyzer分析システムにMCP100偏光計
を追加することで、糖度の高いリキュールを直接
分析することができます。アルコールの結果に及
ぼす糖分の影響を補正し、サッカロースと転化糖
の含有量を推定するために、旋光度を測定しま
す。

PH

 pH 3101
pH 3101測定モジュールは、pH値と他の品質パラ
メータを同時に測定することができます。

サンプルハンドリングユニット

 Xsample 320 / 520

アントンパール社のXsampleリーズには、他のど
の市販装置よりも多くの自動化オプションが用意
されています。Xsampleの様々な充填ユニットや
洗浄ユニットは、幅広いラインナップのアントン
パール社製マスター装置と組み合わせることによ
り、お客様のニーズに応じたオートメーションワ
ークフローを提供します。

スピリッツ分析システム

蒸留酒およびリキュール用のALCOLYZER分析システム

Alcolyzer 3001 Spirits / Alcolyzer 3001

Alcolyzer Spirits ME / Alcolyzer ME

測定範囲
アルコール

Alcolyzer Spirits ME

DMA 5001

35～65 %v/v

0～100 %v/v（蒸留酒のみ）

-

0～3 g/cm3

0～120 EBC

-

測定範囲
35～65 %v/v (蒸留酒用)
15～40 %v/v (MCP 100と組み合わせたショ糖ベー
スのリキュール用)

35～65 %v/v
0～3

密度

g/cm3

色度(オプション)

0～120 EBC

pH値(オプション)

0～14

濁度(オプション)

0～400 NTU

アルコール
密度
色度(オプション)
pH値(オプション)

0～14

濁度(オプション)

0～400 NTU

繰り返し精度、標準偏差
繰り返し精度、標準偏差

0.1 g/L

合計エキス濃度

密度

0.00005 g/cm³ (DMA 4101)
0.00001 g/cm³ (DMA 4501)
0.000001 g/cm³ (DMA 5001)

0.00005 g/cm³ (DMA 4100 M)
0.00001 g/cm³ (DMA 4500 M)
0.000001 g/cm³ (DMA 5000 M)

色度(オプション)

0.1 EBC

pH値(オプション)

0.02

濁度(オプション)

0.08 NTU

30 mL(測定1回あたり)

35 mL(測定1回あたり)
4分(充填時間を含む)

1時間に15～20サンプルを測定可能
526 mm x 730 mm x 446 mm
(20.7インチ x 28.7インチ x 17.6インチ)

495 mm x 870 mm x 410 mm
(19.5インチ x 34.3インチ x 16.2インチ)

重量

35.7 kg (77ポンド)

46.0 kg (101.4ポンド)

電源

AC 100～240 V、50/60 Hz、変動±10 %、190 VA

AC 100～240 V、50～60 Hz、190 VA

USB x 5、イーサネット、CAN、RS232

USB x 4、イーサネット、CAN、RS232、VGA

インターフェース

-

密度

-

0.000001 g/cm³

0.1 EBC

-

色度(オプション)
pH値(オプション)

0.02

濁度(オプション)

0.08 NTU

内蔵ペルチェサーモスタット
測定あたり約5 ml

測定あたり約1 ml

2分(充填時間を含む)

4分(充填時間を含む)

サンプルスループット

30～35サンプル/時

1時間に15～20サンプルを測定可能

寸法(長さ x 幅 x 高さ)

495 mm x 330 mm x 230 mm
(19.5インチ x 13.0インチ x 9.1インチ)

526 mm x 347 mm x 230 mm
(20.7インチ x 13.7インチ x 9.1インチ)

重量

17.6 kg (38.8ポンド)

22.04 kg

電源

AC 100～240 V、50～60 Hz、70 VA

AC 100～240 V、50/60 Hz、変動±10 %、190 VA

USB x 4、イーサネット、CAN、RS232、VGA

USB x 5、イーサネット、CAN、RS232

最少サンプル量

内蔵ペルチェサーモスタット

サンプルあたりの測定時間

寸法(長さ x 幅 x 高さ)

-

温度制御

温度制御

サンプルスループット

合計エキス濃度

追加情報

追加情報

最少サンプル量

0.01 %v/v

アルコール

0.01 %v/v

アルコール

サンプルあたりの測定時間

インターフェース

アントンパールは装置の品質
に自信を持っています。だからこそ、
3 年間の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もご用意しています。
*一部の装置は、使用されている技術ーにより、決められた期間ごとに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。
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