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使用環境にあわせて 3 タイプのご提案

サンプルエリア
上部カバー

　デュアルゾーン
　ペルチェ方式
試料温調システム
　フラットな
サンプルエリア

スマートメジャー機能　は測定者を選びません

３つのタイプ全てに新しく、スマートメジャー機能
を採用しました。　常にサンプルエリアがモニター
され、プリズム表面の汚れを認識したり、測定時
の試料量を適正かどうか判断します。
その他、ユーザー校正作業が正しく行われている
かどうかのメッセージも表示されます。

デュアルゾーン温度調節機構
複数のペルチェ冷熱方式を採用

J-157以上のモデルに採用され、好評をいただ
いている　“デュアルゾーン”　温調システムは
ルドルフだけの大きな特徴とも言えます。
上下から試料温度を制御する為、測定温度への
移行も素早く、測定時間短縮となり、試料温度
のムラを最小限にすることで、測定再現性も向上
します。

スタンダードタイプ
J-457-SCスタンダードタイプは従来の屈折計と同じく
一般的な研究室の実験台上に置いて使います。新しく採用
された大型10.4インチのカラー液晶タッチパネルにより、
視認性も向上し、測定者を選びません。 
測定もスマートメジャーにより簡単にナビゲートしてくれます。

ウォールマウントタイプ（壁掛式）
ウォールマウントタイプは製造現場や
品質管理現場など、ヘビーユースに
最適です。　検体数の多い環境では
サンプルエリアのクリーニングも頻繁
になり、防水構造の測定部をハードに
ご使用いただけます。　また、壁掛け
対応ですので、測定者の目線にあわせ
て設置することも可能です。

ファクトリータイプ（分離式）
ファクトリータイプは従来の屈折計とほぼ同じように使え
ますが、測定部と制御部を分離して設置が可能です。
最大180cmまで離しての設置が可能。（ご注文時に指定して下さい）
測定試料の飛散から装置の制御部を守ることができます。
その他、ニオイの気になる試料の測定を簡易ドラフト内で
行う事や、クリーニングを何度も行う粘性の高い試料、
有機溶剤を大量に使う樹脂系試料にも有効です。
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スマートメジャー機能の魅力に迫る！！

よくある測定時の問題：

＞ サンプルエリアに試料が残留している問題
最も多い悩みでもある再現性や測定精度。
測定後のクリーニング不十分が主な原因
です。　測定試料同士や洗浄溶液により
コンタミネーションを引き起こしてしまい、
測定試料そのものを汚染された状態で
測定してしまいます。
　何かがおかしい。。。という問題では
よく起こる事例のひとつです。

スマートメジャーで解決：

＞ プリズムの状態を常にモニターしています
スマートメジャーでは常にサンプルエリア　プリズム
の状態をモニターしています。クリーニングされた状態も
監視され、プリズム表面に残留物があることを検知した
場合は、　“Clean Prism” と表示され、測定者は
サンプルエリアに残留物がある事を簡単に判断する
ことができます。

よくある測定時の問題： スマートメジャーで解決：

＞ サンプルエリアを適切に満たしていない試料
試料溶液が少ない場合、サンプルエリア
中央部に滴下できれば測定できます。
十分な量がある場合は、サンプルエリアを
覆うように満たす事で測定できます。

　サンプルエリアを満たす際に偏りや濃度
ムラなどある場合は、測定エラーを誘発し、
良い結果が得られないことがあります。

＞ サンプルロードも瞬時にモニターします
スマートメジャーはサンプルロードも瞬時にモニター
し、滴下された試料の状態を判断しています。
測定に適正な状態でロードされた場合は、自動的に
測定が開始され、結果が表示されます。
サンプルロードが不十分な場合は、
　“Clean Prism and re-load the sample” 
と表示され、再度、クリーニングを行い、サンプルを
ロードします。

よくある測定時の問題： スマートメジャーで解決：

＞ 試料同士でのコンタミネーションや不適切な状態での校正 ＞ 測定状況も校正状態も自動的に確認しています
試料溶液が少ない場合、サンプルエリア
中央部に滴下できれば測定できます。
十分な量がある場合は、サンプルエリアを
覆うように満たす事で測定できます。

　サンプルエリアを満たす際に偏りや濃度
ムラなどある場合は、測定エラーを誘発し、
良い結果が得られないことがあります。

スマートメジャーは定期的にプリズム表面の状態を
モニターしており、常に直前の測定値を元に判断し
ます。　例えばWaterZeroの測定中には、直前に
行った同様の測定値と比較され、または最初に入力
された屈折率との比較を行います。
測定値が大きく異なる場合には、測定者に注意を
メッセージにて表示します。

よくある測定時の問題： スマートメジャーで解決：

＞ 試料に気泡が含まれている場合 ＞ スキャン機能は測定変動を最小に抑えます

試料溶液に気泡が混在する事はよく
起こりえます。　この場合には時間をあけ
ることで試料とプリズムの間に混在した
気泡が抜け、測定が正しく行える場合が
あります。　一般的にこのような状況では
試料を滴下してから、すぐに測定された値
と時間が経過するにつれて測定値が変動
します。　時には再現性が得られない状況
になります。

スマートメジャーでは検出器スキャンがおこなわれ
常にモニターされていますので変動する状態では
測定者に試料の入れ替えを指示します。
入れ替えた試料でも同様に検出器スキャンにより
モニターされ、正確に測定されない限り、測定値は
試料の測定値として記録されません。

スマードメジャーは変動しやすい試料を測定される
環境であっても、正確に測定を継続して繰り返す
ことが可能です。

屈折率を測定される環境でよく起こる問題点対して、スマートメジャー機能はどのように有効かをご紹介いたします。
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・　不適正な水ゼロの状態検出

　スマートメジャー機能は測定者にかわって常に診ています。

・　プリズム表面の汚れ検出
・　不正確な校正結果の検出

・　不十分な試料滴下状態の検出
・　クロスコンタミネーションの検出

・　不適正な水ゼロの状態検出
・　気泡混入試料でのプリズム表面の検出

仕様詳細（全てのモデル共通）

測定スケール： 屈折率　(nD), Brix (%ショ糖）
最大100種までのユーザースケール

測定範囲(Range)： 1.26 - 1.72 屈折率　・　０- 100 Brix
測定精度： ±0.00002 屈折率　・　±0.015 Brix
測定再現性： ±0.00002 屈折率　・　±0.015 Brix
表示分解能： ±0.00001 屈折率　・　±0.01 Brix
温度制御範囲： 10℃～100℃

環境により更に広範囲での制御可能
上下デュアルペルチェによる制御方式

温度制御再現性： ±0.01℃

環境温度範囲： 5℃～40℃

温度補正範囲： 4℃～95℃(ショ糖溶液にて）

試料温度範囲： -20℃～250℃

測 定 波 長： 589.3nm(NaD線）
応 答 時 間： 30秒以内　又は　ユーザー設定可
装 置 校 正： 水（蒸留水）又はNISTトレーサブル

校正溶液により可能
工場出荷時の校正値へはワンタッチにて復帰できます

プ リ ズ ム： サファイアガラス
耐 食 仕 様： 別途オプションにて対応可

お問い合わせください

データストレージ
内部メモリー：

8GB ノンリムーバルCFカード
ユーザーエリア約5GB

表 示 画 面： 10.4インチ　フルカラーフラットパネル
解像度 800x600ピクセル

ユーザーI/F： タッチパネル方式
I/Oインターフェイス： USBポートx3,RS-232c,LAN(cat5.)

L:43.5cm W:30.5cm H33cm/10.4Kg装 置 サイズ：
電源仕様： 100 - 240V ac, 50Hz-60Hz

選べる３タイプ

全てのモデルには上下温度制御機構による高精度の試料温度管理を行えます

スタンダードタイプ ファクトリータイプ ウォールマウントタイプ
実験台の上で使用されるスタンダードタイプ 測定部（右側）は防水・防滴仕様

制御部と測定部を最大180cmまで
離して制御可能です

測定部（右側）は防水・防滴仕様
制御部が壁掛けでき、測定者の視線に
合わせてセットアップしていただけます

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。
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