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オートポール 5Plus & 6
®

医薬品業界に最適な旋光計シリーズ

医薬品の研究・開発環境から、厳しい品質管理環境まで確実にお応えする
2 機種のラインナップ。求められるその全てが標準装備というご提案です。

New Series4

進化を遂げた

自動バリデーション機構搭載
精度管理を全自動で実施可能

シリーズ４

試料室及び内蔵温度計
酸性溶液対応で高耐久
充実の入出力
インターフェイス

進化した高精度温度制御
TM
テンプトロール
TempTrol

かつてない高精度をオートポール６で実現

次世代を担う充実のインターフェイスを装備

従来のオートポール４／５シリーズは他社を圧倒する測定精度
を誇り、世界中で高い評価を受け、
日本国内でも数多く納入され
ている旋光計です。
オートポール６では、
その歴史に更なる高精度という目的のもと
新しく誕生しました。特にラセミ体の測定や低濃度の測定をより
確実な結果として導いてくれます。
光学旋光度
1 以内において、表示分解能
0.0001
測定精度
0.0003 、再現性
0.0002

LANポートはカテゴリ５(Cat.5)を採用。直接、LIMSへの接続
や社内ネットワークへデータ送信が可能。更にインターネット
経由でルドルフからのリモート診断やオンラインアップデート

USBポート
（装置前面に１口装備）
はプリンターからマウス
キーボード、外部ストレージなど接続可能となり、
日々の測定
を更に使いやすいスタイルを構築することができます。

求められる仕様・性能が全て標準装備という旋光計

USB2.0 x 3, USB3.0 x 1, LANcat5 x 2
RS-232 x 2( 内 1 は内蔵）, HDMI x 1

*1)注 インターネット回線への接続が必要となります。詳しくはお問合せください。

が可能となり、常に最新の状態でお使いいただけます。

オートポール５プラスと 6 旋光計シリーズには医薬品業界
において求められる仕様が全て標準装備されています。
データインティグリティ対応 21CFR Part11 ソフトウェア
や温度バリデーションに用いる専用ツール。装置の精度
管理を行う NIST トレーサブル 2 次標準石英偏光セルなど
欠かせないツール類は全て含まれます。
グローバル化が加速する時代のニーズに応えます。

NVLP LAB CODE: 200898-0

オートポール５プラス、6 の主な仕様
TM
• TempTrol
−

• 6 波長搭載

−

テンプトロール／ペルチェ方式高精度試料温度制御機能
従来モデルより温度制御パネルを拡大し、より高速に制御可能。
15℃35℃範囲で試料温度を自動制御し、自動測定を行います。
365nm,405nm,436nm,546nm,589nm,633nm を搭載し
波長切替はワンタッチで行えます。
オートポール５プラスは１波長モデル、２波長モデルも対応可能

• 21CFR Part11 −

装置本体に 21CFR Part11（電子署名・電子記録）ソフトウェア
を搭載。Audit Trail（追跡査証）にも対応しています。
測定データは内部ストレージに保存されます。

• 標準付属品

バリデーションパッケージにより提供されます。
測定セル Type60T 1 本、温度バリデーション専用セル
NIST トレーサブル２次標準石英偏光セル（校正証明書付）
基準温度計（校正証明書付）、光ターゲット １個

−

株式会社 ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン

NIST トレーサブル２次標準石英偏光セル
自動バリデーション対応タイプ

滋賀県近江八幡市桜宮町294 YP.1 T:0748-31-3943 F:0748-31-3943

www.rudolphresearch.co.jp

ソフトウェアの詳細
英国医薬品庁（MHRA）
と世界保健機関（WHO）、米国食品医薬品局
（FDA）
が相次いでデータインティグリティ
（データの信頼性）
について、
ガイドライン及びガイダンスを発表し、監視当局は規制を強化しており、近年国内でも関心の高いキーワードとなっています。
日本国内でもグローバル化が進み、国際機関による査察を受けられている製薬企業が増えており、対応機器への更新も進んでいます。

21 CFR Part11 準拠ソフトウェア搭載

データインテグリティの要件を新たに学ぶ必要性はありません。
基本的にはGMPで掲げられている基本要素ALCOAの原則を
紙ベースの記録から忠実に改ざんのない電子データの管理を
行うことが求められています。
オートポールシリーズに搭載の21CFR Part11ソフトウェアは
ルドルフ社製品で統一されたプラットフォームで制御されており、
21CFR Part11に必要な要件は完全に網羅されています。
もちろん日本国内で厚生労働省が挙げるER/ES指針にも
ヨーロッパ EU GMP Annex11 にも対応しています。

ユーザー名
パスワード

上：管理者（アドミニストレーター）ログイン画面

パスワード設定

装置本体で全て管理運用が可能です
装置本体で21CFR11ソフトウェアの運用が可能です。
パスワード設定から権限付与の管理等が行え、使用
される環境に合わせたルール設定も可能です。
測定レポート及び監査証跡レポートの出力は全て
パスワード保護されたPDFファイルとして出力され
ローカルドライブ又はネットワークドライブへ出力
することができます。 LIMS運用されている場合も
直接サーバへのデータファイル出力が可能です。

アカウント権限管理

下：監査証跡（オーディットトレイル）記録画面
21CFR Part11メニュー

右：監査証跡のバックアップ
設定画面
株式会社 ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン

監査証跡の内容についてキーワード検索・日付指定検索など
行うことができ、
レポートとして印刷することが可能です。
*エクスポートの場合は選択項目のみの出力は不可です。
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この時代、これからの時代に革新的な新技術
多様化する雇用形態により、旋光度測定の専任者という時代ではなく、測定環境に効率を求められるようになっています。
測定現場のすべての担当者が簡便かつ確実に測定ができる環境を提供し、生産性の飛躍的向上をお約束。

AutoFillTM

オートフィルTM

測定セルへの試料導入・測定後のセル洗浄自動化により更に効率化

使い方はシンプル。溶液を注ぐ作業のみです。
中央に設けられた溶液注入口の蓋を開けて試料溶液を注ぎます。
注入後、黒い蓋を閉じ、スタートボタンを押すことで自動的に試料溶液が測定セルへ
導入され、あらかじめ設定された温度になった時点から、自動的に測定を開始します。
測定完了を通知するメッセージが表示されてから、黒い蓋を開けて
クリーニング溶液を注ぎ、同様に蓋を閉じると洗浄工程が開始され
廃液容器に試料溶液と洗浄溶液が排出し、エアードライヤーで
乾燥工程が始まります。乾燥工程が終了後、次の試料溶液の
測定を開始することができます。

AutoFillTM はオートポール５プラス、６への工場オプション

FillStationTM はオートポール 5 プラス、６に標準付属

その他 TempTrolTM 付きモデルには別途オプション

（詳しくはお問合せください）

サンプル導入の様子が目視確認できます

FillStationTM

フィルステーション TM

試料導入をお手伝いします

TempTrolTM 専用セルの為に開発されたアクセサリです。
旋光度測定の溶液には水の他、有機溶剤、強酸、強アルカリ
など測定セルを手に持って試料導入をする事に不安を持つ
ユーザーの声から生まれました。

特許＃ 9,677,995

自動消灯機能付き
照明スイッチ

株式会社 ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン

また、気泡の確認も測定セルを試料室へ配置する前に確実に
行うことができるので、試料室へ置いてから不安定な測定値
やエラーメッセージから判断することがなくなります。
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測定精度の管理は自動でお任せください
日本薬局方 <2.49> 2.1 装置の正確さの確認に記述される ”日常的には旋光度が確認されている石英板を使用することができる”
シリーズ４のオートポール５プラス及び６では、
日常点検の精度管理を自動で実施、
レポートを作成します。使用方法はカンタンに行え
装置の設定ミスや判定ミスなど人為的なトラブルを最小限に抑え、装置を正しく管理してくれます。

さらに速い高精度温度制御 TempTrolTM
高精度試料温度制御機能が進化
定評ある テンプトロール
さらに速く従来の約半分の時間で高精度に温度を制御します。
温度バリデーションツールも標準付属し、定期的に管理可能
TM

高耐久

NEDOX®

*日本国内モデルは全て日本語表示となります
PTFE

ルアー形状導入口

コーティング

強靭なセラミック測定セルで耐久性抜群

接液面は全てセラミックを採用し、強酸・強アルカリ溶液の試料
に対しても長期間安心して使用できます。
測定セルは分解し、超音波洗浄も可能でメンテナンス性に優れます

耐久性の高い NEDOX® 採用

*測定セルについて独自の永久保証制度を
採用しています。 溶媒によるダメージや
破損の場合は交換又は無償修理対象です

デジタル温度計による温度バリデーション
デジタル温度計による温度バリデーションが可能となりました。 装置のUSBポートに
接続し、
プログラムを起動するだけで実施可能です。
株式会社 ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン
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仕様一覧
オートポール 5 Plus
測定モード

光学旋光度、比旋光度、濃度、国際糖度 Z (ISS)

分解能

1 以内 0.002 / 5 まで 0.2% / 5 以上 0.01

表示分解能選択: 0.01,

1波長モデル：589nm （指定により変更可能です。要お問合せ）
6波長モデル：右記記載通り

標準搭載

365nm,405nm,436nm,546nm,589nm,633nm
(その他の波長も対応可能)

FDAのガイドラインに準拠

TM
TempTrol

試料温度制御
TempProbe温度計

10℃〜 100℃,

源

高精度試料温度制御機能(テンプトロール)
15℃〜40℃、 0.2℃精度

0.1℃(精度)

タングステンハロゲンランプ

試料室サイズ

消費電力 6V, 20W

200mm 光路長の測定セルまで対応

表示画面

10.4インチ縦型カラータッチパネル 600x800ピクセル分解能

基本システム

Windows® Embedded OS（セキュリティに優れた基本OSを採用）

データ保存

32 GB ノンリムーバルメモリーカード (ユーザーエリア約20GB)

入出力I/F

USBポートx３口、
RS-232ポートx1口、
LANポートx2口(Cat.5)

装置校正

装置校正はタッチパネル操作により管理者画面で行えます

自動感度調整

透過率0.01% ( O.D. 4.0まで対応)

源

100 - 240V, 50/60 Hz

サイズ・重量
オプション

（方解石）

タッチスクリーンによる波長選択

21 CFR Part 11

電

999.99 比旋光度、0-99.9% 濃度

グラントムソンカルサイト偏光子

測定波長選択

（光学旋光度及び比旋光度）

0.00０2 光学旋光度
89.9 光学旋光度、

偏光子

光

0.001 , 0.0001

0.002 光学旋光度

測定範囲

搭載波長

1 以内0.0003 （高精度モード）,その他は左記記載通り

1波長モデル：546又は589nm 0.002 ( 89.9 角度範囲） 546nm,589nm 0.002 （ 89.9 角度範囲）
その他の波長は左上記載通り
6波長モデル：右記記載通り

AP分解能オプション

再現性

0.0001 光学旋光度

0.001 光学旋光度,0.001 比旋光度,0.001% 濃度

測定精度(標準モデル）
AP 精度オプション

オートポール 6

740mm(W)x 279mm(H)x 432mm(D) 41Kg
USB接続機器：キーボード、
マウス、
バーコードリーダー / 複合機器インターフェイス：ECS,AutoFlex R837
標準付属品： バリデーションパッケージ
TempTrolTM専用測定セル（Type40T, 100mm光路長セル）、NISTトレーサブル2次標準石英偏光セル
温度バリデーションセル、ガラス基準温度計（トレーサブル・校正証明書付き）
点検用治具（光ターゲット）、予備光源、取扱説明書、プリンター及びプリンターケーブル
IQOQPQバリデーションファイル、電源コード
本カタログに記載されている外観及び各仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問合せ

株式会社 ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン
〒523-0893

滋賀県近江八幡市桜宮町 294 YP.1

Tel.0748-31-3942

info@rudolphresearch.co.jp

Fax.0748-31-3943

www.Rudolphresearch.co.jp

株式会社 テクノサイエンス

千葉県千葉市若葉区原町 929-8
電 話：043-206-0155 FAX : 043-206-0188
URL: https://www.techno-lab.co.jp
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