
The all-rounder for demanding digestion
マイクロウェーブ試料分解装置
Berghof 社製 speedwave XPERT
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Berghof Products ＋ Instruments
speedwave XPERT
分析化学におけるサンプル前処理の分解システムにおいて、50 年以上の歴
史を持つ Berghof 社製の speedwave XPERT は、2,000W の出力を特徴とし、
高温・高圧下で単純なルーチン分析から難分解性のサンプルまで幅広いア
プリケーションに対応する優れたマイクロウェーブ試料分解装置です。

高い分解力
 ■ マイクロウェーブ出力 2,000W
 ■ 円形デザインによる均一なマイクロウェーブ加熱
 ■ 光学センサーによる分解作業の最適化

高い安全性
 ■ 電磁ロック式スイングトップによる確実なロック機能
 ■ 特許取得の光学式非接触モニターによる内部温度・内部圧力測定
 ■ 圧が過剰に掛かった場合のガス回収システム

高い操作性
 ■ 工具不要で開閉可能なベッセル
 ■ 耐久性の高い高圧分解容器により、ランニングコストの削減
 ■ 用途に応じた豊富なベッセルのバリエーション
 ■ 上部開閉・容器一本ずつのセッティングにより、軽快な操作性
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speedwave XPERT
Microwave Digestion
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安全性
 ■ スイングトップローディングと電子カバーロック
 ■  光学式圧力制御 (OPC) によるプロセスの自動制御と自

動停止
 ■ 圧が過剰に掛かった場合のガス回収システム

再現性
 ■ 高品質な TFM-PTFE 容器により、汚染を最小限に軽減
 ■ 円形オーブンによるマイクロ波の均一な照射
 ■ 非接触光学センサーによる恒久的な温度と圧力の制御

高いコストパフォーマンス
 ■  長寿命容器・少ない消耗品によりランニングコストの低減
 ■  光学式温度制御 (OTC) と光学式圧力制御 (OPC) により、        

容器を損傷から保護
 ■  高品質の PFA コーティングによるオーブンチャンバーの

腐食防止

数多くのアプリケーションオプション
 ■ あらゆる用途に適した圧力容器とライナー
 ■  マルチチューブシステムなどオプションのアクセサリー

を使用したアプリケーション範囲の拡張
 ■ オプションユニットを使用し、分解後の酸を安全に濃縮

ユーザーフレンドリー
 ■ 直感的に操作できる便利な機能
 ■ 工具なしでの容器の開閉
 ■  豊かなグラフィック表示、モバイル機器を介して制御可 

能な 7 インチタッチコントローラー
 ■ 光センサー技術によるケーブルレス接続が可能

信頼性の高い革新的な分解技術
speedwave XPERT は、サンプル前処理の新たなスタンダードを提供します。
革新的なセンサー技術と高品質のコンポーネントにより、信頼性が高く、再
現性の高い分解が可能になります。
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光学式温度 ・ 圧力モニタリングのメリット

 ■  リアルタイムでモニタリング　　　　　　　　
サンプル温度、 容器内圧力、 容器表面温度は、
光学センサーによって遅滞なく測定。

 ■  汚染リスクの最小化　　　　　　　　　　　
光学センサーはサンプルと接触しません。これ
により、 汚染のリスクが防止されます。

 ■  サンプルの取り扱い　　　　　　　　　　　
非接触式の温度・圧力モニターにより、 基準容
器に直接ケーブルやプローブを接続する必要
はありません。

非接触での温度と圧力のモニタリング
特許取得済みの光学式測定システムは、リアルタイムの温度と圧力の測定に
より、反応を制御して安全な分解プロセスを実現します。

特許取得済みのセンサー技術
複数の試料の分解反応速度が均一であることは稀なため、
各容器内の温度と圧力をモニターすることが重要です。
例えば、サンプルの温度はサンプルや酸の種類・量によっ
て異なります。不規則な加熱や自然発生した高温による
安全上のリスクを軽減するには、温度と圧力パラメーター
を監視することが非常に重要です。Berghof 社が開発し、
特許を取得したセンサー技術は、温度と圧力を同時にモ
ニターすることでマイクロウェーブ出力を制御します。

正確性
Berghof 社の特許取得済み光学式センサー技術は、非接
触でリアルタイムに温度と圧力を測定できるだけでなく、
すべての容器を個別にモニタリングすることも可能です。
7 インチタッチコントローラーや接続したモバイルデバイ
スで、個々の容器ごとに分解プロセスを追跡することがで
きます。これにより、すべての反応のモニタリングが可能
となり、再現性のある分解の基礎を作ることができます。
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多目的に使用できる豊富なベッセルオプション
speedwave XPERT のベッセルは、 Berghof Fluoroplastic Technology GmbH に
よって、 最高の品質水準で製造されています。高品質 TFM-PTFE 製で、 信頼
性と優れた耐久性を誇ります。

豊富なベッセルバリエーション
ベッセルの容量は、40mL から 100mL までの幅広い範囲
をカバーしています。マルチチューブシステムや石英ガ
ラスインサートを使用して、試料や酸の使用量を可変させ
ることで、あらゆる分解アプリケーションにも対応するこ
とが可能となります。

簡単操作と安全性
各容器は数点の部品で構成されており、特別な工具無し
で手動で開閉ができます。容器を開ける際、内部圧力は
安全に開放され制御されます。すべての容器において、
過剰圧対策用ラプチャーディスクが標準装備されており、
予期しない発熱により、圧が過剰に掛かってしまった場合
でも、ディスクが破損し、分解が停止することによって容
器の損傷を回避できます。

Berghof 社の耐久性のある分解容器は、表面構造が改善
され、空隙率が最小限に抑えられている TFM-PTFE 製で、
一体成形されています。 また、 豊富な容器種類により、高
いサンプルスループットと並外れた生産性が実現します。

ベッセルの種類 DAP-40X DAP-60X DAP-100X DAK-100X

容量 40 mL 60 mL 100 mL 100 mL

操作圧力 40 bar 40 bar 40 bar 100 bar

操作温度 230℃ 230℃ 200℃ 260℃

耐熱温度 260℃ 260℃ 230℃ 300℃

本数 24本 12本 12本 8本

オプション ー DAQ-20H DAQ-22H
DAC-17

MT(10mL)

MT(10mL)
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食品 ・ 飼料 医薬品 ・ 化粧品 環境 ・ 地質学 　　　　  工業

飲料、畜産物、乳製品、果物、
コーヒー、ビール、シリアル、
栄養素、ココナッツオイル、動
物飼料、魚のえさ

血液、毛髪、骨、高脂肪製品、
ボディーローション・クリー
ム、口紅、歯磨き粉、藻類、錠
剤、乳糖・ブドウ糖・ショ糖、
軟膏

捕集用フィルター・大気、堆積
物、土、泥、廃水・水、木材、
鉱物、石、灰、カーボン、コン
クリート

ポリエチレン、ポリエステル、
銅、セラミック、ポリマー、金
属、合金、セメント、レザー、
インク、メラミン

speedwave XPERT
マイクロウェーブ試料分解装置、特許取得済みの光
学式システムによる非接触温度・圧力モニター

試料前処理 (Berghof 社製 )

分光分析

アナリティクイエナ　分光器業界のリーダー

novAA シリーズ
従来のホロカソードランプを使用する AAS でダブ
ルビーム光学系と D2 バックグラウンド補正

contrAA シリーズ
高分解能連続光源 AAS で迅速なシーケンシャル
および同時多元素分析、同時バックグラウンド補正

PlasmaQuant MS シリーズ
ベンチトップ型の ICP-MS で特許イオン光学系によ
り超高感度、ロバストなプラズマ性能で従来の半分
のアルゴンガス消費量

ZEEnit シリーズ
ホロカソードランプを使用する AAS で D2 および第
3 世代の磁場可変ゼーマンバックグラウンド補正

PlasmaQuant 9100 シリーズ
高分解能 ICP-OES でデュアルビュープラスのプラ
ズマ測光で検量線範囲を拡大

質量分析

業界のニーズを満たす
世界中の多くの研究所で使用されている試料分解のオールラウンダー。　　
さまざまな用途で納得のいく性能を発揮します。

今までの試料分解装置と比べて高品質で摩耗しにくい分解容器を採用したことで、運用コストを削減できるため、
speedwave XPERT は多くの業界で不可欠なパートナーとなっています。アプリケーションに応じて選択できる 4 種類のベッ
セルと高圧 ・ 高温下での分解能力により、 speedwave XPERT はルーチン分解から難分解試料まで、 幅広いアプリケーショ
ンの前処理を可能とします。その性能と安定性に各業界から信頼を得ています。 
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マイクロウェーブ出力 最大 2,000 W

マグネトロン周波数 2,450 MHz

オーブン形状 円筒型分離オーブン

オーブンコーティング 多層膜　フッ素コーティング（耐熱約 350℃）

分解容器装着方式 トップローディング方式

分解容器本数 最大 24 本

内部温度モニター (DIRC)
範囲・精度 

非接触方式 / 範囲 50-350℃　精度 ± 1℃ / 200℃

容器表面温度モニター (OTC)
範囲・精度 

非接触方式 / 範囲 0-300℃　精度 ± 5℃

圧力モニター (OPC) 範囲・精度 非接触方式 / 範囲 0-150 bar　精度 ± 5 bar / 70 bar

コントロールユニット 7 インチタッチスクリーン

インターフェイス RS-232、イーサネット、USB、モバイル機器による遠隔操作

メソッド 内蔵（ユーザーによる拡張可能）

所要電源 230 V　50 Hz / 60 Hz　2850VA

重量 本体：59kg（容器未装着時）　コントロールユニット：1kg

サイズ（W × D × H）mm 本体：880 × 650 × 480　コントロールユニット：224 × 137 × 152

設置環境 温度 ＋10℃〜 35℃　温度 30℃において湿度 85% 以内（また結露しないこと）

安全基準 CE 準拠：DIN EN 61010-1、 DIN EN 61326-1、 DIN EN 61326-2 に準拠

●　製品の概観および仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
●　詳細は、弊社担当営業員または、下記営業部にお問い合わせください。　

Pictures: Berghof Products + Instruments GmbH, Analytik Jena GmbH
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!
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株式会社アナリティクイエナジャパン

本社　〒 240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134
横浜ビジネスパークイーストタワー 11 階
Tel 045-340-5740　Fax 045-340-5745

大阪オフィス　〒 532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島 3-23-15
セントアーバンビル 3 階
Tel 06-6829-7577　Fax 06-6829-7688

e-mail  sales@analytik-jena.co.jp
URL  https://www.analytik-jena.co.jp

仕様


