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操作仕様 

動作環境 5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%, 結露無きこと 
高度 2000 m以下 

必要試料容量 5 ~ 30 mL (粘度により異なる) 

溶剤 ケロシンまたはElectron 

ソフトウェア 

対応OS Windows 7 Pro (32/64bit), 英語版 

ユーティリティー 

電源 AC110V/60Hz または AC220V/50Hz, 110Ｗ 

寸法, 重量 

寸法  MiniLab 53 500 mm (W) x 530 mm(D) x 350 mm (H) 

    ホモジナイザー 150 mm (W) x 220 mm(D) x 680 mm (H) 

重量 14 kg 

準拠規格 

CE Mark: EMC Directive, RoHS 

MiniLab 53 
オンサイト・オイルアナライザー 

オイル分析は機械装置の摩耗機構の

早期に兆候を把握し、腐食の根本的な

原因を特定します。オンサイトでのオイル

分析はラボからの結果を待つ必要が無く、

その場で診断結果を提供します。 

MiniLab 53はオンサイト総合的なオイル分析装置です。実用的な結果を

迅速に提供し、メンテナンスの時間節約やコスト削減に貢献します。 

MiniLab 53は 

下記問題に取り組みます: 

 正しいオイルを使用しているか? 

 オイルの汚れは? 

 オイルの油量は適正か? 

 オイルの選定は適正か? 

 そして、最も重要な事項: 

機械状態は正常であるか? 

メンテナンスコストの削減 

 効果的な汚染管理による機械装置の寿命延長 

 予期せぬ機械故障の発生前に機械摩耗の分析に基づく予知保全計画 

 オイルの化学的性質に基づくオイルサンプリングの周期延長 

新油が正しいか、選定が適正かを確認 

 ポータブル粘度計SpectroVisc、ハンドヘルド潤滑油 

劣化診断装置FluidScanによるQAテストが可能 

 オイル選定の適正を確認 

迅速、簡単、使いやすい 

 10分以内に総合的なオイル分析を完了 

 化学薬品不要で誰でも操作可能 

 診断結果は分かりやすく、保全計画の策定が容易 

   – オイル分析報告書の自動作成機能 

   – 色分けされたチャートにより迅速な保全活動 

予期せぬダウンタイムの削減により装置稼働率の向上 

 壊滅的な故障が起きる前に、機械摩耗と 

故障モードの早期発見と傾向分析により 

予防保全を実現 

 オイルの化学的性質、汚染物質の原因、 

摩耗粒子を測定 

 機械の健康状態の最適化に必要となる 

 オイルの重要なパラメーターを簡単にモニタリング 

MiniLab 53 技術仕様 

分析範囲および繰り返し再現性 

型式 

800-00017 MiniLab 53, 115VAC, 60Hz 
別途、標準アクセサリーキット(型式:800-00019) 
OilView LIMSソフトウェアが必要 

800-00018 MiniLab 53, 220VAC, 50Hz 
別途、標準アクセサリーキット(型式:800-00019) 
OilView LIMSソフトウェアが必要 

800-00025 MiniLab 53, 115VAC, 60Hz, OilView LIMS 
別途、標準アクセサリーキット 
(型式:800-00019)が必要 

800-00026 MiniLab 53, 230VAC, 50Hz, OilView LIMS 
別途、標準アクセサリーキット 
(型式:800-00019)が必要 

アクセサリー, 消耗品 

800-00019 MiniLab 53 標準アクセサリーキット 
(100検体分の消耗品を含む) 

400-00088 MiniLab 53 消耗品キット(500検体分) 

400-00101 摩耗粒子分析キット, 115V 
別途、WDAソフトウェア(型式:A475103)が必要 

400-00102 摩耗粒子分析キット, 220V 
別途、WDAソフトウェア(型式:A475103)が必要 

A475103 摩耗粒子分析(WDA)ソフトウェア 

製品情報  

測定用途 鉱油および合成油 
(ギヤ油, エンジン油, 作動油, タービン油, 軽油) 

データ出力 パーティクルカウント・粒度分布, ISO汚染度 

(4402/4406) 

摩耗粒子カウント・粒度分布(切削摩耗, 疲労摩耗, 

シビアスライディング摩耗, 非金属, 繊維) 

鉄粉濃度(ppm), 鉄粉粒子カウント・粒度分布 

全酸価TAN(mgKOH/g), 酸化(Abs/mm
2
),  

水分(ppm) 

動粘度(cSt @40°C) 

準拠試験規格 ASTM D7596, ASTM D7889, ASTM 
WK40831 

校正 工場にて校正済、現場での校正は不要 
校正確認試料を供給 

  分析範囲 繰り返し再現性 

パーティクルカウント 4 μm ~ 100 μm ≤ 6% RSD 

鉄粉濃度 10 ~ 2,000 ppm ≤ 5% RSD 

鉄粉粒子カウント 25 ~ 100 μm ≤ 5% RSD 

粘度 1 ~ 700 cSt @40°C ≤ 5% RSD 

全酸価 (TAN) 0 ~ 6 mgKOH/g ≤ 3% RSD 

酸化 0 ~ 3 abs/mm
2 

≤ 3% RSD 

溶存水 100 ppm ~ 飽和状態 ≤ 6% RSD 

遊離水 0.1 ~ 6.5 % 
(1,000 ~ 65,000 ppm) 

≤ 25% RSD 

サンプル前処理キット – 簡単3ステップ 

1. 精度良く水分測定をするため、サンプルを撹拌 

2. パーティクルカウント用に超音波洗浄で脱気 

3. 専用の消耗品で高精度分析・優れた再現性を提供 

ホモジナイザー      超音波洗浄器         消耗品 



摩  耗 
 鉄粉濃度(ppm), 鉄粉粒子カウント・粒度分布 

 摩耗粒子識別(切削摩耗, 疲労摩耗, 

シビアスライディング摩耗,非金属-酸化物, 繊維) 

コンタミネーション 
 パーティクルカウント, 粒度分布, ISO/NAS等級 

 機械摩耗粒子(金属)と外部汚染粒子の区別 

 水分測定 

化学的性質・粘度 
 全酸価(TAN) 

 酸化 

 粘度 

Oil Analysis Trivector™ 

トライベクタープロット 

切削摩耗粒子 シビアスライディング摩耗粒子

疲労摩耗粒子 非金属粒子

４倍レンズ

CCDチップ
解像度：
640x480ピクセル

1.6mm

1.2mm

フローセル

10 μm

10 μm

パルス
レーザー

拡大

LNFダイレクトパーティクルイメージング 

MiniLab 53は潤滑油の化学的性質、汚染、

機械摩耗をモニタリングし、予防保全の決定に

必要な情報を提供します。 

鉄粉モニタリング 

鉄粉摩耗粒子の測定は機械状態監視で重要な要求 

項目です。高感度鉄粉モニターはppmレベルで鉄粉 

濃度を検出し、鉄粉量ならびに粒度分布を提供します。 

摩耗粒子識別 

Minilab 53 LNFは摩耗粒子の影をダイレクトに画像化し、 

粒子の個数を計測します。摩耗粒子の種類、摩耗状態、 

機械内部の発生源を識別するために20μm以上の粒子を 

分類します。機械内部で発生した金属摩耗粒子は「切削 

   摩耗粒子」、「疲労摩耗 

   粒子」、「シビアスライディング 

   粒子」に分類されます。 

   非金属粒子は一般的に 

   砂や埃の酸化物として 

   識別されますが、メカニカル 

   シールなどから発生した 

                    繊維も識別可能です。 

摩 耗 

パーティクル 

化学的性質・粘度 

LNF (LaserNetFines™)は潤滑油用途に特化した世界最高水準の 

パーティクルカウンターです。4~100μmのすべての粒子に対し、ISO汚染度、 

NAS等級、パーティクルカウントや粒度分布を提供します。自動レーザー 

                               出力制御により 

                               最大2%まで煤が 

                               混入したサンプルの 

                               測定を可能にしました。 

                               形状識別機能により 

                               遊離水と気泡を識別し 

                               パーティクル計測から 

                               排除します。 

水分混入 

粘度 

ポータブル粘度計SpectroViscは40°Cでの 

動粘度を高精度で測定します。 

化学的性質 

FluidScanは赤外分光により潤滑油、作動油の 

全酸価(TAN)と水分を分析します。バックアップ 

電源などのエンジン油は全塩基価(TBN)、すす、 

酸化、ニトロ化、硫酸化を分析します。FluidScan 

のデータベースには500種類以上の工業用油と 

エンジン油が登録されておりデータベースソフト 

ウェアOilViewにリンクされます。 

水分混入の総合的分析（特許出願中） 

MiniLab 53は溶存水・遊離水の両方の測定を 

可能にするFluidScanの赤外分光技術を統合 

しました。カールフィッシャー法のような複雑な分析 

手法の代替分析として提案します。約20秒間の 

前処理により広域にわたる水分測定を優れた 

再現性で提供します。 

OilView™ LIMS アセット管理ソフトウェア・データベース 

MiniLab 53は機械状態監視ソフトウェアOilViewによりシームレスにデータを 

統合します。サンプル、バッチ、ルートやサンプルリストはOilViewで作成され 

MiniLab 53に転送されます。測定が完了すると結果は自動的にデータベースに 

転送されます。 

 分かりやすい診断結果 

 オイル分析報告書の自動作成機能 

 色分けされたチャートにより迅速な保全活動 

TrivectorはEmerson Process Systemsのトレードマークです。 

潤滑油の 
飽和限界 

0.1% 

6.5% 

標準水分測定 
溶存水 : 
飽和限界まで測定可能 

全水分量測定手法 
溶存水/遊離水 : 
埼大6.5%の水分測定が可能 


