密度・比重・濃度計
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M

DMA密度計

DMA 4100 M
アントンパール社は、世界初のデジタル密度計の発売に至る革
新的な開発を行って以来、その密度計で市場を革新してきまし
た。Pulsed Excitation Methodの開発と導入で密度測定はさらに
上のレベルへと進み、新しい時代が始まっています。

DMA密度計は、世界中のラボや作業場で、
信頼できる装置として活躍しています。

DMA密度計は、これまでずっと標準機とさ
れてきました。しかし、優れた製品だから
といって現状のままにはできません。最新
のDMA密度計は新しくなったアントンパ
ール品質の密度測定結果を提供しています
が、私たちの開発チームはさらなる革新を
目指しています。私たちは、これまでより
さらにインテリジェントでパワフルな密度
計を作るため、細部にまでこだわってきま
した。

密度計の心臓部である、ハンドメイドのガ
ラス製振動式U字管が、さらに進化しまし
た。そのほか、数多くの開発によって細
部まで洗練され、パワフルでインテリジェ
ントな密度計が生まれました。今後必要に
なってくる、最高レベルの精度と信頼性で
測定できます。細部の品質が向上したこと
で、高温・多湿の条件下で安定性のある測
定が可能になりました。また、粘度が測定
結果に及ぼす影響を補正でき、様々なユー
ザーが操作しても密度計は影響を受けるこ
とがありません。

DMA 4100 Mは、素早く簡単
に品質管理を行うための、精
度4桁の密度計です。温度変
化、湿度、気圧の影響を受け
ず、充填速度など手法の異な
るオペレーターに交代しても
影響を受けません。

DMA 4500 M
DMA 4500 M Chemicals
世界中の多数のユーザーにとっ
て、密度計と言えばDMA 4500
Mのことです。
この世界有数の密度計は日々使
われる装置であり、信頼性と5桁
の精度は必須です。

特化型のコンパクトな
機能セットを備えた
DMA 4500 M Chemicals には、
塩、酸、アルカリ、アルコー
ル、糖などに使用できる換算テ
ーブルが140以上内蔵されてい
ます。

DMA 5000 M
6桁の精度を持つDMA 5000 M
は、世界で最も正確なデジタル
密度計です。ハイエンドのR&D
用途に最適で、官庁や標準化組
織でも使われています。

革命的な測定原理
ホウ珪酸ガラス製のU字管にサンプルを注入し、励起させて、サンプルの密度
に直接関係する固有振動周期で振動させます。安定振動に達すると、励起がオ
フになり、振動が自然減衰します。この励起とフェードアウトのシーケンスを
連続的に繰り返します(特許取得済みのPulsed Excitation Method)。このパター
ンを評価することによって、高精度の密度結果の取得、粘度の影響の補正、気
泡や粒子の検出ができます。

メリットの概要

DMAによるデジタル密度測定では、わずかなサンプル量で
測定でき、サンプルの組成が変化せず、化学物質を使用し
ません。高精度で0～100 %の濃度を測定できるので、常に
最高品質の製品を提供できます。

Pulsed Excitation Methodを採用した独自設計の測定セルと
新しい振動特性評価手法により、以下のことが可能になり
ます。

ほかの密度計の2倍以上効率的な粘度補
正

最大で7桁目までの高精密度

サンプルの粘度の測定

サンプル内の気泡や粒子の適切な検出

温度管理機能の向上

外部要因に左右されない測定結果

優れた測定結果を得るための優れた機能
Pulsed Excitation Method (特許取得済み)の効果で、振動特性に
関する包括的な知見に基づく、最も安定した密度値が得られ、
以下のことが可能になります。

FillingCheck™

PCAPタッチスクリーン

-- 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
-- 手動で充填する場合も、自動充填システムを使用する場合
も、適切なサンプル充填を保証

-- PCAPタッチスクリーン技術を組み込んだ唯一の密度計で、
比類のない反応性と頑丈さを両立
-- 扱いやすく、手袋を付けた状態でも快適に操作可能
-- 大型の10.4インチスクリーンは、表示内容をカスタマイズ
可能で、離れた場所からも見やすい

粘度補正

QM準拠

-- サンプルの粘度範囲全体で自動粘度補正
-- 粘度の影響による誤差を排除(従来の2倍の効果)
-- 粘度標準値や粘度調整は不要

-- QM、GMP/GLP及び21 CFR Part 11に完全準拠
-- 監査証跡
-- 3つのユーザーレベルでのパスワード保護、カスタマイズ可
能なユーザーグループ管理
-- 電子署名、偽造防止機能を伴うデータ転送

粘度の測定
-- ニュートン流体に関するその他の品質パラメーター
-- 再現性: 5 %以内
-- 測定範囲: 10～3000 mPa.s

状態監視
-- 湿度、温度、気圧など様々な条件下で安定した測定結果
-- 衝撃や土砂から保護し液漏れを防ぐ頑丈な筐体
-- 操作者や充填方法が頻繁に変わっても安定した測定結果

ThermoBalance™
-- 温度による変動を排除
-- 温度による経年劣化が起こらない測定セル
-- 温度の変化に素早く対応する高い安定性

U-View™
-- 測定セルをスクリーンに高画質で表示
-- 充填されたサンプル全体の画像を保存
-- 結果と画像をPDFファイルとして出力

DMA 4100 M

DMA 4500 M
DMA 4500 M Chemicals

DMA 5000 M

粘度補正
状態監視
FillingCheck™
U-View™
ThermoBalance™
PCAPタッチスクリーン
QM準拠
これらの機能は各DMAの一部です。
表示されている色の濃さが、使用頻度を示しています。

活躍するDMA
長年にわたり、DMA密度計は次のような場面で力を発揮
しています。

DMA 4100 M

DMA 4500 M
DMA 4500 M Chemicals

DMA 5000 M

受入品の品質管理と製品識別
プロセス監視
最終製品の品質管理
研究開発(新配合の開発と記述)
充填量の管理
各DMAは、上記の全ての状況で使用できます。
表示されている色の濃さが、使用頻度を示しています。

校正機関、試験実施機関、官庁、標準化
組織
これらの組織は、国際貿易及び課税における比較可能性を保証するため、全ての産業で指令を作成しま
す。世界で最も正確な密度計であるDMA 5000 Mは、密度測定の基準となっており、このような組織に
最適な唯一の装置です。

用途と業界
DMA密度計は、世界中のあらゆる業界で様々な用途に使用されています。
以下で紹介する業界で主に利用されていますが、そのほかにも、肥料製造、半
導体製造、廃水処理など、化学工業に含まれる多くの分野で利用されていま
す。

アルコール飲料

化粧品

-- ビール、ワイン、蒸留酒、リキュールのエキス(°Plato、°Balling)及び
-- アルコール(<0.01 %v/v、<0.02 °Proof)濃度
-- 醸造工程における麦汁濃度

-- 製品(クリーム及びスプレー)の品質管理
-- 原材料の品質管理

対応する標準規格: AOACインターナショナル | OIVインターナショナル |
国税庁所定分析法(日本) (蒸留後のアルコール分) | ASBC、TTB (米国) |
MEBAK、EBCインターナショナル

対応する標準規格: 21 CFR Part 11 | cGLP/GMP

ソフトドリンク

医薬品

-- シロップ、濃縮果汁、最終製品であるソフトドリンクの
-- 品質管理に使用する糖度(<0.01 °Brix、g/L)
-- 紅茶、コーヒーの総エキス含有量(°Brix)

-- 輸液の密度(g/cm³)及び比重(25/25 °C)
-- 薬品製造に使用される原材料の密度(g/cm3)及び比重(25/25 °C)
-- スプレー充填量の管理
対応する標準規格: 21 CFR Part 11 | 日本薬局方 第17局 2.56 第4法 |
USP 841 | cGLP/GMP | Pharma Eu.2.2.5 | USP 1058 | GAMP 5クラス3

対応する標準規格: AOACインターナショナル | ICUMSA | NBS 113

食品

化学工業

------

-- 原材料及び最終製品の品質管理(°Baumé、g/cm³、kg/m³)
-- 酸/塩基の密度測定(%w/w、%m/m、mol/L)

動物性及び植物性油脂の密度及び比重
ソース、ペースト、調味料、ドレッシングのエキス含有量
チョコレート、糖蜜、スターチ、スープの密度及び比重
乳製品の全固形分及び無脂乳固形分の濃度
食品に使用される原材料の密度(g/cm3)及び比重(25/25 °C)

対応する標準規格: ISO 18301

香料・芳香剤
-- 原材料受入時の製品識別
-- 飲料、たばこ、食品、化粧品、医薬品向けの製品(香料及び芳香剤)の
-- 品質管理

対応する標準規格: ISO 15212、2811-3 | JIS K0061

石油
------

原油、燃料、潤滑油の品質管理(°API、kg/m³)
原材料及び最終バイオ燃料のブレンドチェック及び
品質管理(%v/v、°Proof、g/cm³)
副産物(酸)の濃度測定(%w/w)
気体の密度測定(kg/m³)

対応する標準規格: ASTM D1250、D4052、D5002、D5931 |
DIN 51757、ISO 12185 | JIS K02249

モジュールコンセプト | アクセサリ
オートメーション
アントンパール社の自動認識機能を持ったサンプルチェ
ンジャーは、密度計に収まるよう設計されているため、
ラボで場所を取りません。これらのチェンジャーは、粘
度が36,000 mPa.sまでのサンプルに対応できます。サン
プルの特性に合わせて自動サンプルチェンジャーを選択
し、接続するだけで、密度計が自動的にサンプルチェン
ジャーを認識します。安心の定期チェック機能と便利な
バーコードリーダースキャンも可能です。多数のサンプ
ルの自動測定を行いながら、その間に別の作業を進める
ことができます。サンプルの特性、多様性、及びスルー
プットに応じて、自動化レベルの異なる様々なサンプル
チェンジャーがそろっているので、ラボの効率化に最適
なものをご利用いただけます。

モジュールの追加
DMA 4100 M、DMA 4500 M、またはDMA 5000 M密
度計は、お客様のご要望に応じ、CO2、O2、色度、濁
度、pH、ダイエット濃度、アルコールの各測定モジュ
ールのほか、粘度、旋光度、屈折率の測定モジュールを
追加して拡張できます。

エアゾールアダプター
オプションのエアゾールアダプターを使用して、エアロ
ゾル缶から揮発性の液体を直接測定することができま
す。安全な状態で気泡が入らないように高精度な装置に
充填される間、サンプルは圧力下に置かれたままです。

加温アタッチメント
加温アタッチメントは充填アダプターを加熱すること
で、室温では通常固体または高粘度の状態にあるサンプ
ルを事前に加熱し、サンプル全体が液体になるようにし
ます。

技術仕様
DMA 4100 M

DMA 4500 M
DMA 4500 M Chemicals

DMA 5000 M

測定範囲
0～3 g/cm3

密度
温度

0～100 °C

圧力

最大10 bar絶対圧

精度*
密度

0.0001 g/cm3

温度

0.03 °C

0.00005 g/cm³ (フルレンジ)
0.00001 g/cm³
(0.8～1 g/cm³、15～20 °C)
0.02 °C

10 %

10 %

5%

密度

0.00001 g/cm³

0.000005 g/cm³

0.000001 g/cm³

温度

0.02 °C

0.01 °C

0.001 °C

密度

0.00005 g/cm³

0.00002 g/cm³

0.000005 g/cm³

動粘度**

0.000007 g/cm³
0.01 °C

繰り返し精度***標準偏差

再現性***標準偏差

サービス

分解能
密度

0.0001 g/cm³

0.00001 g/cm³

0.000001 g/cm³

0.1 %

粘度
0.01 °C

温度

0.001 °C

ISO/IEC 17025社内校正サービス
アントンパール社は、ISO/IEC 17025に準拠した密度
計校正作業が正式に認可されています。

特許
AT 516420 (B1) | AT 517082 (B1)

取得済み

AT 517486 (A1)

申請中
特長
USP
特殊な機能
オートメーション
モジュール型****
対応アクセサリー

U-View™、FillingCheck™、ThermoBalance™、フルレンジの粘度補正
QM準拠、温度スキャン、内蔵圧力センサ、状態監視
高粘度での調整(DMA 5000 Mの場合のみ)
オートサンプルチェンジャー
粘度、pH、ダイエット濃度、屈折率、アルコール、CO2、O2、色度、濁度、旋光度の
測定
エアゾールアダプター、加温アタッチメント

技術仕様
サンプルあたりの標準的な測定時間*****
必要最小サンプル量
動粘度**
接液部材質
寸法(長さ x 幅 x 高さ)
重量
電源部
ディスプレイ
システム操作
通信インターフェース
内部記憶容量

30秒

30秒

40秒

約1 mL

お客様に合わせたアフターサービス
トレーニングを受けたエンジニアによるサービスネッ
トワークで常にお客様をサポートします。アントン
パール社のサービスチームはいつでも対応可能です。
お気軽にご連絡ください。製品トレーニングやアプリ
ケーションサポートのほか、装置を長期間安心してお
使いいただくためのメンテナンス契約も提供してい
ます。

アントンパール社が提供する密度標準液
アントンパール社は超純水の標準液を製造していま
す。高品質の密度調整を保証するため、ご要望に応じ
てご利用いただけます。その他、各種密度及び誤差の
密度標準液もご要望に応じて用意いたします。

10～3000 mPa.s
PTFE、ホウ珪酸ガラス
495 mm x 330 mm x 230 mm
22.5 kg
AC 100～240 V、50～60 Hz、190 VA
10.4インチTFT PCAPタッチスクリーン(640 x 480ピクセル)
タッチスクリーン、オプションキーボード、マウス、バーコードリーダー、ジェスチャ
ー制御
USB x 4、イーサネット、VGA、CAN、RS-232
1000件の測定結果(リングバッファ・オプション)

* 最適な条件で、低密度/低粘度の場合 | ** ニュートン流体の場合のみ | *** ISO 5725に準拠 | **** DMA 4500 M Chemicalsを除く | ***** 温度平衡後

細心の安全措置
製薬向けの適格性評価パッケージも用意しています。
このパッケージには、製薬会社における測定装置の
適格性評価に関する全ての文書が含まれています。安
全性や長期にわたる安定性を強化するため、オプショ
ンの温度計MKT 10 (0.01 K)及びMKT 50 (0.001 K)を
使用して、温度をすばやくチェックすることができ
ます。
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