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可能性を発見
新製品
新製品

Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 7000E/7010C GC/MS/MS

革新的でインテリジェント機能を搭載した最新 GC/MS システム

ラボの生産性を大幅に高める新技術を搭載した新製品 GC/MS システムは、堅牢性に優れており、日々の分析
でその性能を発揮できるように設計されております。ラボの価値を高める大事なタスクに時間を集中させる
ことができます。
また、新技術の HydroInert イオン源により、キャリアガスとして水素を使用する際の GC/MS のパフォーマンス
上の課題を解決し、適用アプリケーションを拡大します。
（5977C および 7000E に搭載可能）

インテリジェンス

持続可能性

7000E トリプル四重極 GC/MS
（GC: Intuvo 9000 GC）

アジレント・テクノロジー株式会社
DE98537992
〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイアル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

生産性

5977C シングル四重極 GC/MS
（GC: 8890 GC）

詳細は担当営業までお問い合わせください。

リサーチグレードでありながら、
ダウンサイジングを追求

FT/IR-4Xは、高い拡張性と S/N 比・分解能を保持したまま、従来比40 ％のサイズ ダウンを実現したリサーチ
グレードの赤外分光光度計です。大型機同等の 20 cm 幅の試料室は、サードパーティ製を含む各種大型付属

品を使用 することが可能で、赤外顕微鏡接続、検出器拡張、近中赤外・中遠赤外への波数拡張にも対応可能
です。モノコック構造の干渉計は高い密閉性と堅牢性を誇り、NISTトレーサブルフィル ムによる自動バリデー
ション機構内蔵により、永きに渡る信頼性を担保いたします。
Fourier Transform Infrared Spectrometer

フーリエ変換赤外分光光度計

Ne

w

ラマン測定を、手の中に。
PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度
計です。測定波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデ
ルをラインアップしています。測定対象の自由度が高く、
専用試料室やバイアルホルダーも用意しており、シンプル
で手軽なラマン測定を実現します。

Palmtop Raman Spectrometer

パームトップラマン分光光度計

日本分光の最新情報はこちらから

日本分光HP

https://www.jasco.co.jp
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材料劣化診断・油残渣定量・異物分析を

現場で可能にします！
ハンドヘルド 4300FT-IR

日本語測定ソフトウェア
4 500

650

1

4, 8, 16cm-1

Diamond ATR, Ge ATR, 正反射、
グレージング反射、拡散反射
2.2Kg（バッテリー込）
3-4時間
0〜50℃
非接触反射プローブ、顕微拡張アクセサリー

飛行機、自動車の塗膜劣化、CFRPの分析、樹脂劣化分析、絵画や岩石の分析、コーティング分析、
金属表面の油残差分析、ロール表面の有機物分析 etc,…

URL: http://www.stjapan.co.jp

本社／
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-10
TEL: 03-3666-2561 FAX: 03-3666-2658

大阪支店／
〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27
TEL: 072-835-1881 FAX: 072-835-1880
DE44266.6703935185
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ポリマー分析用試料キット
ト
ポリマーサンプルキット205
＜1セット 100本入・10 - 20g／1本＞

100本の構成ポリマーは汎用性ポリマー試料だけでなくエンプラ試料も含まれて
IR分析等のライブラリーへの収録にご利用いただけるポリマー
おりますのでIR分析等のライブラリーへの収録にご利用いただけるポリマー
分析試料キットです。
スペックとして：引火点・平均重量分子量・屈折率・ガラス転移点・融解
温度等の情報がございます。
100種類の試料の一部試料については入れ替えも可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
Cap No. Cat No. Polymer

Cap No. Cat No. Polymer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

032
209
660
083
077
321
031
142
534
454
939
358
506
243
244
316
246
326
959
143
401
423

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

144
374
317
034
331
033
156
139
313
006
045A
009
001
376
1036
026
385
688
128
961
111
1031
035
196
010
126
324
113

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

184
185
186
107
041
042
405
136A
138
414
112
106
037A
382
391
090
130
1024
400
039A
046
203
166
1019
002
352
043
038
353
012
102
132
103
494
495
393
057
595
452
178
049
068
063
070
422
911

97
98

395
058

Alginic acid, sodium salt
Butyl methacrylate/isobutyl methacrylate copolymer
Cellulose
Cellulose acetate
Cellulose acetate butyrate
Cellulose propionate
Cellulose triacetate
Ethyl cellulose
Ethylene/acrylic acid copolymer, 15% acrylic acid
Ethylene/ethyl acrylate copolymer, 18% ethyl acrylate
Ethylene/methacrylic acid copolymer, 12% methacrylic acid
Ethylene/propylene copolymer, 60% ethylene
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 9% vinyl acetate
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 14% vinyl acetate
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 18% vinyl acetate
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 28% vinyl acetate
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 33% vinyl acetate
Ethylene/vinyl acetate copolymer, 40% vinyl acetate
Ethylene/vinyl alcohol copolymer, 38% ethylene
Hydroxyethyl cellulose
Hydroxypropyl cellulose
Hydroxypropyl methyl cellulose, 10% hydroxypropyl, 30%
methoxyl
Methyl cellulose
Methyl vinyl ether/maleic acid copolymer, 50/50 copolymer
Methyl vinyl ether/maleic anhydride, 50/50 copolymer
Nylon 6 [Poly(caprolactam)]
Nylon 6(3)T [Poly(trimethylhexamethylene terephthalamide)]
Nylon 6/6 [Poly(hexamethylene adipamide)]
Nylon 6/9 [Poly(hexamethylene azelamide)]
Nylon 6/10 [Poly(hexamethylene sebacamide)]
Nylon 6/12 [Poly(hexamethylene dodecanediamide)]
Nylon 11 [Poly(undecanoamide)]
Phenoxy resin
Polyacetal
Polyacrylamide
Polyacrylamide, carboxyl modified, low carboxyl modified
Polyacrylamide, carboxyl modified, high carboxyl modified
Poly(acrylic acid)
Polyamide resin
1,2-Polybutadiene
Poly(1-butene), isotactic
Poly(butylene terephthalate)
Poly(n-butyl methacrylate)
Polycaprolactone
Polycarbonate
Polychloroprene
Poly(diallyl phthalate)
Poly(2,6-dimethyl-p-phenylene oxide)
Poly(4,4’ -dipropoxy-2,2’ -diphenyl propane fumarate)
Poly(ethyl methacrylate)

99 369
100 021

Polyethylene, chlorinated, 25% chlorine
Polyethylene, chlorinated, 36% chlorine
Polyethylene, 42% chlorine
Polyethylene, chlorosulfonated
Polyethylene, high density
Polyethylene, low density
Polyethylene, oxidized, Acid number 16 mg KOH/g
Poly(ethylene oxide)
Poly(ethylene terephthalate)
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
Poly(isobutyl methacrylate)
Polyisoprene, chlorinated
Poly(methyl methacrylate)
Poly(4-methyl-1-pentene)
Poly(p-phenylene ether-sulphone)
Poly(phenylene sulfide)
Polypropylene, isotactic
Polystyrene, Mw 1,200
Polystyrene, Mw 45,000
Polystyrene, Mw 260,000
Polysulfone
Poly(tetrafluoroethylene)
Poly(2,4,6-tribromostyrene)
Poly(vinyl acetate)
Poly(vinyl alcohol), 99.7% hydrolyzed
Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed
Poly(vinyl butyral)
Poly(vinyl chloride)
Poly(vinyl chloride), carboxylated, 1.8% carboxyl
Poly(vinyl formal)
Poly(vinylidene fluoride)
Polyvinylpyrrolidone
Poly(vinyl stearate)
Styrene/acrylonitrile copolymer, 25% acrylonitrile
Styrene/acrylonitrile copolymer, 32% acrylonitrile
Styrene/allyl alcohol copolymer, 5.4-6.-0% hydroxyl
Styrene/butadiene copolymer, ABA block copolymer, 30% styrene
Styrene/butyl methacrylate copolymer
Styrene/ethylene-butylene copolymer, ABA block, 29% styrene
Styrene/isoprene copolymer, ABA block
Styrene/maleic anhydride copolymer, 50/50 copolymer
Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 10% vinyl acetate
Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 12% vinyl acetate
Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 17% vinyl acetate
Vinyl chloride/vinyl acetate/maleic acid terpolymer
Vinyl chloride/vinyl acetate/hydroxylpropyl acrylate, 80% vinyl
chloride, 5% vinyl acetate
Vinylidene chloride/acrylonitrile copolymer, 20% acrylonitrile
Vinylidene chloride/vinyl chloride copolymer, 5% vinylidene
chloride
n-Vinylpyrrolidone/vinyl acetate copolymer, 60/40 copolymer
Zein, purified

ここに記されている他にも数千種類のポリマー試料を取り揃えております。 カタログ・資料ご希望およびお問い合わせ等は下記へご連絡下さい。

GSC 株式会社

ゼネラル サイエンス コーポレーション

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3丁目11番地8号 TEL.03-5927-8356 (代) FAX.03-5927-8357
ホームページアドレス http://www.shibayama.co.jp e-mail アドレス gsc@shibayama.co.jp

A2

A3

A4

IQ MILL-2070
MILL 2070
MILL-

✓

✓

3
3

✓
8
*

7064786

✓
300 mL

IQ MILL-2070

✓

ポリスチレン
rpm

50

sec

1
10

sec

1

500 mg

1 sec

600
10

,

2000 rpm x 60 sec x 1

3000
60

20

10 sec

25 ºC

0 ºC

400 µm

200 µm

-196 ºC

1

2
270
50/60 Hz

AC 100/120 V

350

300 mm
200/240 V

400 VA

12 kg

200 µm

25 ºC

ご導入検討時にテスト粉砕を承ります。お気軽にお問い合わせください。

www.frontier-lab.com/jp info@frontier-lab.com
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高速液体クロマトグラフ質量分析計
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

LCMS-2050

ガイドに

の

に

・

直接広告掲載会社へご連絡いただくか、
下の資料請求用紙にご記入の上、広告取扱会社㈱明報社まで FAX にてお送りください。

FAX.03-3546-6306
年

月

日

-

ご 請 求 者

フリガナ

（
）
（
）
LCMS-2050は、装置サイズの大幅な小型化と、分析の高速化・高感度化の両立を実現した

シ ン グ -ル 四 重 極 質 量 分 析 計 で す 。 極 限 ま で 小 さ く な っ た ボ デ ィ の 中 に は 、 島 津 の 技 術 が
凝縮されています。LC検出器としての使いやすさとMSの優れた能力をかけあわせて、
完 璧なユーザビリティを追求した質量分析計、それがLCMS-2050です。

資料ご希望の節は下記請求番号
（製品横の数字）
に○印をお付けください。

Seamless integration
with
LC by design
No.
No.
No.

No.
1

LC検出器としての使いやすさを追求
5

9

3
4

13

17

14

18

Superior detection for added confidence

2 従来装置LCMS-2020の技術を継ぐMS検出器
6
10

15
Streamlined7 operation 11
for cost efficiency

省エネ・省スペースでラボの生産性を最大化
8

12

分析計測事業部

No.

16

19
Nexera
20 シリーズとの構成例
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LCMS-2050の特長や動画をWebでご紹介

ラボラトリーガイド
分析・

1

分

分析

スク

ップX

装置

ini
価格 お問い合せください

能に

ノートPC（タッチパネルディスプレイ対応可）はオプション

質

の

を

して

特長
●高速1次元・2次元検出器により、従来
比約100倍の検出効率を実現
●2次元検出器を用いることで、粗大粒
子や配向の影響を低減して同定が可能
●強力な600Wの出力を保持しながら、
冷却装置を内蔵（外置きも選択可）

オン

分析

Ch

4

コン

コン

ー ・ ー

ー ・ ー

Wi

R gistr

ス

ガク

TEL.03-3479-6011 FAX.03-3479-6171
URL: https://www.rigaku.com

価格 : お問い合せください

昇温加熱デバイス一体型イオン源
真空ポンプ 流量計 他
イオン化法：
大気圧コロナ放電イオン化
※LC/MS用の質量分析計に接続して使用

株式会社バイオク

TEL.0466-23-8382 FAX.0466-23-8279
URL: https://www.bicr.co.jp/

ク

ー

ース

1
約67万個の化合物について，約82万件の
EIスペクトルを収録したGC-MS用質量ス
ペクトルデータベース．

1
0
Wiley Registr y 第12版とNIST 20のデー
タ を 統 合 し た ，世 界 最 大 級 の 網 羅 性 を
誇る質量スペクトルデータベース．

価格（税込）
1,424,500円（新規）
995,500円（旧版からのアップグレード）

価格（税込）
1,733,600円（新規）
1,186,900円（旧版からのアップグレード）

仕様（
）
DVD-ROM（買取，1インストール）
Windows 8.1, 10対応PC
主要メーカーの質量分析ソフトに対応．

科学データ情報室 担当 : 江田
TEL : 03-5978-3622 FAX : 03-5978-3600
E-mail: crystal@jaici.or.jp
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特長
データの管理と分析、
モデルの作成と結果の
解釈用のグラフィックインターフェイスを提供し
ます。いろいろなデータソースからデータをイ
ンポートし、
データセットのオブジェクトを組み
立てできます。
★データの探求とパターン認識（ 主成分分
析、
PARAFAC、
MCR、
純度）
★分類（SIMCA、
PLS判別分析、
クラスター
解析、
デンドグラムを持つクラスター解析）
★回帰モデリング（PLS、主成分回帰、重回帰）
★高度なグラフィックによるデータセットの編集
と視覚化ツール
A12

株式会社

o

特長
Heガスフリーの前処理不要の質量分析用
イオン源
1）固体測定モード
・サンプル試料台（P O T）に固体、粉体、
液体を入れて直接測定
・ソフトなイオン化と高分 解能質量分析計
の組み合わせで成分推定、構造解析
2）気体測定モード
・リアルタイムのフレーバーリリースを測定
可能
・レトロネーザルアロマ計測による呼気成
分の可視化

3

●高速検出器と試料自動交換装置のコン
ビネーションによる高速連続測定
●検出器モノクロメーターによる試料の
構成元素を選ばない測定
●充実のアクセサリー : 電池材料の測定
にも対応

メ リックス

（
ア イン）
価
（税 ）: 341,000円 1 6,500円（
）
（
ア イン）
価
（税 ）: 187,000円 81,400円（
）
（
ン ア ン）
価
（税 ）: 484,000円 1 8,000円（
）

★netCDF（Mass）のインポート
★高度な前処理（中央化、スケーリング、スム
ージング、微分）

（製作元 : Eigenvector Research Inc.）

株式会社

ル

ン

TEL.03-5641-1771 FAX.03-5641-1772
URL: http://www.ddmcorp.com

ラボラトリーガイド
5

ステー

分析

可

84

84

価格 : お問い合せください
特長
相転移挙動の観察に最適な冷却加熱ス
テージです。
スライド式の上蓋は試料交換と観察中の
作業を軽減させる操作性で高い評価を頂
いています。
電圧印加用のレモコネクターを備えてい
ますので、温度制御された試験セルに電
圧をかけ、温度と電圧印加した時の変化
を観察する事ができます。

6

ステー

分析

仕様
・温度範囲：10084型/室温〜+420℃
10084L型/−100℃〜+420℃
・試料サイズ
（MAX ）:
42mm×53mm×厚さ3mm
・備考：液晶等の電圧印加に最適
（レモコネクター付）
●詳しくは当社HPよりご覧下さい

ン

イテック株式会社

TEL.043-226-3012 FAX.043-226-3013
URL: https://www.jht.co.jp

4 D
価格 : お問い合せください

特長
大気、不活性ガス雰囲気（10042Dは真空
も 可 ）で 使 用 出 来 る こ の ス テ ー ジ は
1000℃以上の高温域においてもハレー
ションの影響を受ける事無くクリアな観
察が可能です。

仕様
・温度範囲：室温〜 +1500℃
（MAX）
：直径5mm×厚さ1mm
・試料サイズ
・温度精度：±1℃
・雰囲気：10016型/大気、不活性ガス
10042D型/真空、大気、不活性ガス
●詳しくは当社HPよりご覧下さい

ン

イテック株式会社

TEL.043-226-3012 FAX.043-226-3013
URL: https://www.jht.co.jp

7

チ

分析

ステー

特長
スライドグラスに載せたサンプルをその
まま冷却加熱できるペルチェ式の冷却加
熱ステージです。
温度調整された冷却水を流す事で−40℃
〜＋120℃の範囲で冷却加熱が可能です。
電圧印加が可能なタイプ（10014）
、倒立
顕微鏡へ設置可能なタイプ（10021/ 試料
サイズ30mm×35mm×厚さ1mm）がござ
います。

8

分析

3

4
価格 : お問い合せください

仕様
・温度範囲：
10030型/−20（−40）℃〜＋120℃
10014型/−20（−40）℃〜＋120℃
10021型/−20℃〜＋120℃
※−40℃〜は水温調整機能付水循環
ユニット使用時
●詳しくは当社HPよりご覧下さい

ン

イテック株式会社

TEL.043-226-3012 FAX.043-226-3013
URL: https://www.jht.co.jp

TR DE T
特長
熱伝導率（0.01- 5 0 0W/m K）を画期的な
手法で間単にそして迅 速に測定できる装
置です。
改良された非定常平面熱 源（m o d i f i e d
t r a ns ie nt p l a ne s ou r c e）を用いている
TRIDENT/MTPSは、
センサー表面を絶縁
処理することにより、粉末・液体・固体・ペー
スト試料の熱伝導率を3秒以内に測定でき
ます。
この画期的な測定手法は、熱物理特性の知
見を必要とする幅広い分 野（研究開発や
QC）に貢献します。

価格 お問い合せください

仕様
●センサー : M T P S（改良非定常平面熱
源）センサー
●熱伝導率範囲 : 0.01〜500 W/mK
●センサー形状 : φ17.8mm
●温度範囲 : −50〜200℃
●加熱サイクル時間 : 0.8〜3秒以内
●サンプル形状：固体、粒状物質、粉末、
スラリー、ゲル、ペースト

株式会社

ガク

TEL.03-3479-6011 FAX.03-3479-6171
URL: https://www.rigaku.com
A13

ラボラトリーガイド
Th r o p us EV

分析

●測定レンジ : ±400 mW
●柔軟なシステム拡張性 : 試料観察ユ
ニット、ダイナミックDSC、オートサ
ンプルチェンジャー
●多彩な冷却ユニット : 電気冷却、液体
窒素自動供給／サイフォン冷却、サー
キュレーター冷却

仕様
●測定温度範囲 : −170〜725℃
●電気冷却DSCでは−90〜725℃までの
連続測定が可能

特長
Park FX40は、ロボティクスと機械学習
機能、安全機能、特殊なアドオンとソフ
トウェアを搭載した原子間力顕微鏡で
す。これまでのAFMの基礎設計要素を
維持しながら、イメージングにおける事
前準備およびスキャンプロセスをすべて
自動化させたことにより、高精度のデー
タを容易に取得することが可能となりま
した。

研究室用設備器具
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株式会社

オ ガ
ラボ用

オン

ン

水

ンライン機 選 システ
ープン！
の
コード
しいた

こんな方におススメです！
●機種がたくさんあって選べない
●自分に合うスペックの装置はどれ？
簡単な質問に答えるだけで装置をご提案し
ます！

ガク

TEL.03-3479-6011 FAX.03-3479-6171
URL: https://www.rigaku.com

ark

器

sta

価格 お問い合せください

特長
炉体構造を一新し、業界最高クラスの測
定温度範囲を実現。微小なピークも見逃
さない低ノイズ・高感度性能を有し、冷却
や試料観察の各ユニットの付け外しも簡
単で拡張性に優れています。

10

DSC

X4
価格 : お問い合せください
仕様
●自動プローブ交換、自動プローブ情報
読み取り、自動レーザーアライメント
●XY、Z完全分離型スキャナー
●XYステージ駆動範囲 : 105mm×40mm
（電動式）
●Zステージ駆動範囲 : 22 mm（電動式）
●試料 : 最大4個

ク

テ

ン株式会社

TEL.03-3219-1001 FAX.03-3219-1002
URL: https://www.parksystems.com/jp
E-mail: psj@parksystems.com

システム
ラボラトリー分野の研究者向け！
水
ル イ
【コンテンツ内容】
●装置選定システム ●AR装置体験
●オンライン展示会 ●技術資料
●お役立ち資料 ●コラム ●用語集
●製品情報
etc.

オルガノ株式会社

TEL.03-5635-5193 FAX.03-3699-7220
URL: https://puric.organo.co.jp/

研究室用設備器具

1

純水 超純水装置 ピューリック ピュ
コンパ トで操作性に
ルガ の
！
で の

た、

質・水質・サー ス

特長
●純水/超純水セパレート型・水道水直結
ワンパッケージ型から選択可能
●バイオ・微量分析・一般分析用途の3種類を
ラインアップ
●菌対策用新型U V採用により低ランニング
コスト化を実現（ディスペンサー、タンク）
*お問い合わせはQRコードから

A14

（

）シリーズ

価格 : お問い合わせください
仕様
採水量 : 1滴〜2L/min
（専用ディスペンサー使用時）
寸法 : W354×D335×H448 mm（純水装置のみ）
運転質量 : 約26kg（純水装置のみ）
オプション品 : 専用ディスペンサー（最大3台）
、
専用タンク（20L/30L/60L/100L）

オルガノ株式会社

TEL.03-5635-5193 FAX.03-3699-7220
URL: https://puric.organo.co.jp/

ラボラトリーガイド
13

研究室用設備器具

超純水装置 ピューリックω（オメガ）シリーズ
業界最高水準の「水質」をラボで実現！
ICP-MSMS等、高感度分析に適した1台
特長
●１滴採水、定量採水、フットスイッチ採水が
可能な高機能ディスペンサー搭載
●純水タンク内蔵のワンパッケージで架台不要
キャスター付きで移設も容易
水質※
比抵抗 : 18.2MΩ・cm、TOC :≦1ppb
シリカ＜0.1ppb、ホウ素＜10ppt
*お問い合わせはQRコードから

14

研究室用設備器具

高いメンテナンス性と操作性で
研究・実験をサポート
特長
●カートリッジホルダーの開閉のみで
簡単・安全に消耗品の脱着が完了
●必要最小限のボタン配置により、直感的に
採水可能
●定量採水機能搭載（3パターン設定可）
*お問い合わせはQRコードから

研究室用設備器具

新開発の96ch_10−1200µLヘッドを使った
大容量のタンパク質精製・プラスミド精製に
も最適です。
マグネットユニット・バキュームユニット等の
多彩なオプション類を活用した各種抽出作
業も可能です。
3連スタッカーでの自動プレート供給やディ
スポチップ供給で大規模スクリーニング作
業にも対応します。

研究室用設備器具

※記載の水質・仕様は内蔵タンク容量20Lの場合

オルガノ株式会社

TEL.03-5635-5193 FAX.03-3699-7220
URL: https://puric.organo.co.jp/

価格 : お問い合わせください
仕様
採水量 : 1L/min
寸法 : W290×D428×H598 mm
運転質量 : 約24kg
ラインアップ
UVランプ搭載型/非搭載型（全2機種）

オルガノ株式会社

TEL.03-5635-5193 FAX.03-3699-7220
URL: https://puric.organo.co.jp/

High-Throughput Workstation EDR-384GX
特長
高速処理の自動分注装置です。

16

ラインアップ
内蔵タンク容量 20L/60L（全2機種）

超純水装置 ピューリックμ（ミュー）シリーズ
機能を厳選してシンプル化し、
高コストパフォーマンスを実現！

15

価格 : お問い合わせください
仕様※
採水量 : 1滴〜2L/min
（専用ディスペンサー使用時）
寸法 : W300×D600×H1100 mm
運転質量 : 約85kg

価格（税別）: 10,800,000円～
仕様
分注方法 : 96/384ch独立シリンダー方式
分注量 : 0.1-5µL、1-100μL、10-1200µL他
ステージ : 12ステージ
外形寸法 : W980*D680*H885mm
※装置本体

バイオテック株式会社

URL: https://www.biotec.co.jp
E-mail: info@biotec.co.jp

8ch可変ピッチサンプリングシステム EDR-VS8C
特長
8ch可変ピッチの自動分注装置です。
50ml遠沈管から各種チューブ、バイアル瓶
など大きさの異なる容器への試薬分注・サ
ンプリングが可能です。
各種センサーによるチップ装着確認機能・
液面検知機能・異常吸引検知機能を搭載し
ています。
温調ユニットやバーコードユニット等、多彩
なオプションのラインナップがあります。

価格（税別）: 7,800,000円～
仕様
分注方法 : 8ch独立シリンダー方式
分注量 : 10-1200µL
ワークスペース : マイクロプレート15枚分
外形寸法 : W965*D745*H960mm
※装置本体

バイオテック株式会社

URL: https://www.biotec.co.jp
E-mail: info@biotec.co.jp
A15

ラボラトリーガイド
研究室用設備器具

17

ン ク

ークステーシ ン EDR- 4 X
価格（税別）: ,850,000円～

特長

コンパクト・低価格の自動分注装置です。
安全キャビネット・クリーンベンチに楽々設
置可能です。
各ヘッドはワンタッチで交換できます。
各種バイアル瓶、
サンプルカップなどにアク
セス可能で分析機器の前処理に最適です。
1chヘッドは液面検知機能搭載で確実な分
注操作にもお勧めです。

研究室用設備器具

18

ピ ッ

ーシ ン

プロジェクションマッピングによるピペット操
作ナビゲーション機能。
位置認識デバイスによるヒューマンエラー
防止。
自動分注装置での作業と同様の分注ログ
排出機能を搭載しています。
ピペットを握る全ての方をサポートします！

研究室用設備器具

リッチュ

メ

サイト

研究者・技術者の『知りたい』がここにある

a

R

価格（税別）: 1,850,000円～
仕様
システム構成 : Bluetooth搭載電動ピペット
分注認識システムPPS
制御用PC＋ソフト
バーコードリーダー（オプション）

バイオテック株式会社

URL: https://www.biotec.co.jp
E-mail: info@biotec.co.jp

r

iu

in

-

価格 : お問い合わせください
仕様
台盤回転数（最大）: 1,100rpm
容器回転数 : 2,200rpm
容器の材質 : メノー、アルミナ、チッカ珪素、
ジルコニア、ステンレス、クローム等
粉砕例示 : 試料。 SIO2.
粉砕時間 : 90分。
結果 平均粒度 : 0.026μm

ッ

ン株式会社

TEL.045-641-8550 FAX.045-641-8364
URL: http://www.fritsch.co.jp
E-mail: info@fritsch.co.jp

S

アズワン株式会社が運営する情報提
供サイトです。サプライヤーや研究
者とのネットワーク、外部サイトと
連携した研究者向け記事やセミナー
情報などを毎日発信しています。
現在、情報発信していただける研究
者の方の方を大募集しております。
ご自身の知見を役立てたいという方
は、ぜひ一度お問合せください。

A16

URL: https://www.biotec.co.jp
E-mail: info@biotec.co.jp

ン

遊星型のパイオニアであるドイツフリッチュ
社が、時代が要求するNA NO領域の粉末を
作成する目的で 新たにご 紹 介 する遊 星 型
ボールミルです。従来の弊社製品と比べても
2.5倍のパワーを有しており、94Gのパワーが
皆様をNA NOの世界にご案内いたします。加
えて容器は本体に内蔵されておりますので皆
様方の安全な作業に十分配慮してございま
す。容器の多様 性も大きな特色かと思いま
す。加えて卓上タイプであることは研究室の
スペースの問題を解消します。

0

バイオテック株式会社

io- a i

特長
Bluetooth搭載電動ピペットと位置認識デバ
イスをシステム化。

1

仕様
分注方法 : 各チャネルごとの独立シリンダー
方式
分注量 : 1-50µL、10-300μL、10-1000µL他
分注ヘッドチャネル数 : 1ch、8ch、12ch、24ch他
外形寸法 : W570*D430*H535mm
※装置本体

仕様
・研究者向けオリジナル記事
・科学に関する情報発信
・セミナー情報
・技術資料のダウンロード など
ア

ン株式会社

LabBR AINS推進グループ
TEL.06-6447-8901
E-mail: lab-brains@so.as-1.co.jp

ラボラトリーガイド

ア

ン

〒550-8527

大阪府大阪市西区江戸堀2-1-27

オルガノ

〒136-8631

東京都江東区新砂1-2-8

〒113-0021

東京都文京区本駒込6-25-4

〒260-0001

千葉県千葉市中央区都町3-14-2-405

ン

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル

ン

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町1-17-1

バイオク

〒251-0053

神奈川県藤沢市本町1-12-19

バイオテック

〒113-0034

東京都文京区湯島2-29-4

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町252

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4

（ 社）

会
ン

イテック
ル

ク

ッ
ガク

テ

ン

中居ビル

古澤ビル
グランベル横浜ビル

SKビル千駄ヶ谷

3

度・

ガイド

2023年2月号にて、年度末「製品ガイド」を予定しております。
予算対策の絶好のPR機会としてご期待ください。
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-12-4 友野本社ビル
TEL : 03-3546-1337 FAX: 03-3546-6306
E-mail: info@meihosha.co.jp URL: http://www.meihosha.co.jp
A17

衛生と安全

安全衛生管理総論
1 はじめに

（通称「GHS ラベル」）といい，シンボルは絵表示と呼
ばれる．絵表示を見るだけで，世界の誰でも化学物質の

「安全衛生管理とは何のために行うものなのか？」と

おおまかな危険性がわかるように，絵表示の意味は統一

いう質問に対して「労働安全衛生法を遵守するため」と

されている．紙面の都合上ここでは詳細には触れない

いう残念な回答がある．確かに労働安全衛生法は良くで

が，化学物質を安全に使用するうえで大変重要な情報な

きた法律で，膨大な「べからず集」になっている．これ

ので，「GHS ガイドブック」を確認することをお勧めす

を遵守していれば誰でも一定の水準の安全衛生管理が実

る1）．図 1 は GHS ラベルにおける絵表示の一例であり，

現できるだろう．しかし，特に化学物質を取り扱う者で

図 1 左は「急性毒性」，図 1 右は「慢性毒性」をそれぞ

あれば，この程度の認識では不十分と言えよう．本来目

れ示している．

指すべきは「すべての化学物質の取扱者が健康障害を発
症することなく長期間働ける環境を維持・継続するこ

3･1 急性毒性（確定論的影響）

と」である．本ミニファイルでは本号から数回にわたっ

飲み会で深酒をした人，あるいは深酒をしている人を

て安全衛生管理に関連する話題が続く．どれも，読者の

介抱した経験者ならば急性毒性の理解は簡単であろう．

皆様が化学物質で健康を害することなく，長年にわたり

飲酒量が少ないうちは顔が赤くなったり，朗らかになっ

良い研究をするために必要な知識として活用していただ

たりするなどの「影響」が現れる．さらに酒を摂取する

きたい．本号では，各論に入る前に念頭に置いて頂きた

と酩酊状態となり，嘔吐や立っていられないなどの「症

い考え方や基礎的事柄を中心に説明する．

状」が出る．さらに深酒をすると潰れてしまい，最悪の

めいてい

場合は死んでしまう．この時，体内にばく露した化学物

2 化学物質のばく露

質の量（この例の場合はエタノール）は「ばく露量」と

化学物質を体内に取り込むと様々な悪影響を及ぼし，

呼ばれている．

最悪の場合は治らない病気を患うなど，取り返しがつか

1 回もしくは短時間での複数回のばく露で発現する毒

ないことになる．この「化学物質を体内に取り込むこ

性を急性毒性と呼び，これによる症状を急性中毒と呼

と」を「ばく露」と言う．化学物質のばく露にはいくつ

ぶ．図 2 は急性中毒の模式図である．用量─反応曲線と

かの経路がある．皮膚との接触による「経皮ばく露（目

も呼ばれている．横軸は短期的なばく露量，縦軸は症状

も含む）」，飲食による「経口ばく露」そして呼吸による

の重篤度である．ばく露量の大きさにより症状の重篤度

「吸入ばく露」が挙げられる．読者には指導者から「実

が決まり，最悪の場合は死に至る．症状が必ず現れるの

験室から居室に戻る時は必ず手を洗いなさい」とか，

で「確定論的影響」と呼ばれている．ばく露を止めると

「実験室に飲食物を持ち込まないで」と言われたことが

時間経過とともに症状も回復する．また，ばく露量が小

あるかもしれない．これは化学物質が付着した手指で飲

さければ全く症状が出ず，その前段階である影響（赤面

食を行うことによる，経口ばく露を防ぐためである．

するなど）もでない．酒をごく少量飲んでも何も感じな
いのと同様である．影響がでない，最大のばく露量が

3 GHS（Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals）ラベルにおける絵表示

おそらくほとんどの読者が，試薬びんのラベル等でド

「閾値（いきち or しきいち）」と呼ばれている．一般的

に急性中毒を防ぐ場合は化学物質の短期的なばく露量を
閾値以下にコントロールする．

クロのシンボル（図 1 左）や人間にひびが入っている
シンボル（図 1 右）が印刷されているのを見たことが
あるだろう．そのようなラベルを Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals ラ ベ ル

図2

図1

GHS ラベル中の絵表示の一例

左：急性毒性，右：慢性毒性
ぶんせき 2022 7

急性中毒のイメージ図（確定論的影響）

3･2 慢性毒性（確率論的影響）
その一方で，習慣的飲酒により喉頭や肝臓など，さま
251

ゼン中毒による死者が 3 名確認されたことによる．こ
れに引き続き，東京でも死者が出たことで一気に社会問
題化した．これを教訓として昭和 36 年（1960 年）に
は有機溶剤中毒防止規則が交付され，ベンゼンを用いる
際には局所排気装置（いわゆるドラフトチャンバー）を
設置することなどが義務化された3）．昭和 47 年（1972
図 3 慢性中毒のイメージ図（確率論的影響）

年）に労働安全衛生法が制定されることに伴い，改めて
有機則と特化則が制定された．これらの規則はいずれも
化学物質の慢性中毒による健康障害を防ぐことを目的と

2）

ざまながんのリスクが高くなったり ，慢性アルコール

しており，後者は特に有害性が高い化学物質が指定され

中毒になったりする場合がある．日ごろの飲酒量が多い

る．ベンゼンはこの時に特化則に指定された．これらの

者はこれらの症状を発症しやすく，一度発症すると治す

規則に指定されると，作業環境測定の実施や局所排気装

のは非常に困難である．このように長期間にわたって継

置の設置等が義務付けられる．法令上の義務ではないも

続的にばく露した際に発現する毒性を慢性毒性と呼び，

のの，保護眼鏡や保護手袋の着用も必須と言える．これ

これによる症状を慢性中毒と呼ぶ．図 3 は慢性中毒を

らの話題は次号以降のミニファイルで取り扱うので本稿

現す模式図である．横軸は長期的なばく露量で，図 2

と併せてご一読いただきたい．

で示す量よりもずっと小さい値であることが一般的であ
る．縦軸は症状の発生確率を示す．ここで示す症状と

5 歴史に名を刻まないために（未規制物質）

は，がんなど重篤な非可逆的影響である．ばく露量が大

前項で述べたように，有機則や特化則に指定されると

きくなると症状の発症確率も大きくなる．慢性毒性はば

各種の義務が発生する．しかし，これらの指定されてい

く露量と発症時の重篤度には関連はない．閾値も存在し

る物質は市販されている化学物質のごく一部である．そ

ない．ばく露量と相関するのは症状の発生確率であるた

れでは未指定の物質は安全であろうか？

め，慢性毒性は「確率論的影響」と呼ばれる．ごく少量

である．ヘップサンダル事件とその後の法整備にみられ

であっても確率はゼロにはならないため，閾値は存在し

るように，一般的に法令に化学物質が指定されるのは

ない．すべての化学物質に慢性毒性は存在するため，慢

「誰かが死んだあと」である．最初に死人が出た時点で

性中毒を避けるために化学物質を全く使わないというこ

はベンゼンも未規制物質であった．このようにして構築

とは現実的ではない．ある程度のリスク（一般的には

されてきた膨大な「べからず集」が労働安全衛生法（有

10 万人に 1 人の死亡）を許容するものとしてばく露限

機則および特化則はこの関連規則）であり，「血で書か

界が決定される．読者の皆様は日常的に同じ薬品を使用

れた法律」の俗称を持っている．ここまで読んでくれた

することもあるであろう．化学物質における安全衛生の

読者ならば法令で指定されているかどうかと，有害性は

主眼は，この慢性中毒にならないように，許容可能な程

必ずしも結びつかないことは理解いただけるであろう．

度まで日々の化学物質のばく露量を管理することであ

しかし，世の中では「未規制物質なので安全です！」と

る．

いう触れ込みでより有害な物質を売りつける手口が後を

答えは「No」

絶たない．未規制物質を日常的に使用する場合は，その

4 法規制ができるまで（ヘップサンダル事件）

有害性を注意深く調べ，可能な限りばく露を低減する必

ここでは有機溶剤等の取り扱いを規制する「有機溶剤

要がある．そうしなければヘップサンダル事件の犠牲者

中毒予防規則（以降「有機則」）および特定化学物質障

のように，歴史に名を刻むことになるかもしれない．繰

害予防規則（以降「特化則」）」が制定されたきっかけを

り返しになるが，化学物質取扱いに係る安全衛生管理の

紹介する．昭和 29 年（1954 年）に日本で公開された

本質的な目的は「法令の遵守」ではなく「すべての化学

「ローマの休日」におけるヒロイン，オードリーヘップ

物質の取扱者が健康障害を発症することなく長期間働け

バーンが履いていたビニール製のサンダルが日本で大流

る環境を維持・継続すること」である．本稿が読者の皆

行した．生産が需要に追い付かず，その生産の一部を一

様にとって適切な化学物質の取扱いの理解の一助になる

般家庭の主婦が内職として担うことになった．製造にお

ようならば幸いである．

いてはサンダルの接着剤としてベンゼンを溶剤としたゴ
ムのり（ベンゼンゴムのり）が使用されていた．当時か
らベンゼンの有害性は知られていたが，主婦たちは気に
することもなく，居間や玄関など風通しの悪い部屋の中
でベンゼンゴムのりを使ってサンダルを作り続け，高濃
度のベンゼンばく露に長期間晒され続けた．これらの作
業を行ってきた主婦の一部が再生不良性貧血などの重篤
な病気（慢性中毒）を発症し，死者も発生した．この問
題が顕在化したのは昭和 33 年（1958 年），大阪でベン
252
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