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RHEOLASER Crystal 溶解・結晶化評価 加熱サイクル試験

RHEOLASER Crystalはアルミ皿や密閉セルを装置内に導

入し、精密に温度調整をしながらレオロジー特性評価をす

ることができます。レオロジー特性が劇的に変化する温度

を正確に把握することができるのでサンプルの溶解・結晶

化評価に適用することができます。

また、温度プログラムで加熱/冷却サイクルを起こすこと

でサンプルの劣化を促進させ、レオロジー特性の変化とい

う側面からそれを見極めることもできます。

液体のレオロジー特性を測定する手法として回転式のレオメータが一般的ですが、サンプル

のレオロジー特性が変化する様々な状況においてそれをモニタリングすることは困難でした。

RHEOLASER(レオレーザー)シリーズはそんな難しさをレーザーによる非破壊測定により解決

してくれるシステムです。レーザーの反射光を観察することで測定を行いますのでサンプルに

せん断を加えることなく、経時変化測定や温度変化測定を行うことが可能です。

レオレーザーシリーズには測定アプリケーションに応じて3系統のモデルがあります。それ

ぞれ特徴があり、得られる最終パラメータが異なりますので適切なモデルをお選びください。

マイクロレオロジー測定による非接触・ゼロせん断レオロジー評価

RHEOLASER Master バルク溶液のレオロジー特性評価用

RHEOLASER Coating 塗膜乾燥工程評価試験
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RHEOLASER Masterはガラスボトル中のサンプルのレオロ

ジー特性を非接触・非破壊で評価できるモデルで、静置条件

でのレオロジー特性の時間変化や温度変化に対する応答を評

価することができます。せん断が加わらないので弱い構造体

であっても破壊することなく評価することができます。ゲル

化や逆に完全に固化してしまうような接着剤の評価にも応用

ができます。

RHEOLASER Coatingは基材に塗布した液体塗膜がサ

ンプルとなります。液体塗膜はその乾燥過程においてダ

イナミックにレオロジー特性が変化していきます。この

評価原理を使えば、塗布直後から完全乾燥に至るまでを

非接触・非破壊でモニタリングすることができます。

このモデルには常温モデルと加熱モデルがあり、加熱

モデルでは最高250℃の温度条件下での乾燥挙動評価が

可能です。



バルク溶液のレオロジー特性評価用。

非接触測定で微細なレオロジー特性を究明する。

RHEOLASER Master – レオレーザー マスター

＜製品の特徴＞

・MS-DWS法を用いたマイクロレオロジー特性評価が可能

・密閉容器中の完全非破壊測定

・６スロットで同時/個別測定が可能

・ヒーター機能で測定部の加熱温調可能

・洗練されたデザインのソフトウェア

RHEOLASER Masterは画期的なMS-DWS法を用いたバルク溶液のレ

オロジー特性を評価する世界で唯一の装置です。レーザーをガラスボ

トル内のサンプルに照射し、反射散乱光の干渉波のイメージを解析す

ることでサンプルの粘弾性的特性を評価します。非接触でガラスボト

ル内のサンプルを測定可能なので弱い構造体が形成されているサンプ

ルのレオロジー特性の評価が可能です。

測定スロットは６つあり、異なるサンプルを同時に、あるいは個別

に測定することが可能です。スロットの開閉はいつでも行うことがで

き、サンプル導入後は速やかに測定を開始することができます。また、

スロット内は加熱温調が可能で、温度変化による粘弾性特性の変化を

追うことも可能です。

RHEOLASER Masterはソフトウェア上の簡単な操作で測定の開始・

終了を行うことが出来る上、各種指標の計算もワンクリックで行うこ

とができ、面倒な計算の手間がありません。RHEOLASER Masterは今

まで評価できなかったレオロジー特性の評価を可能とする新しい基準

を提案しています。

専用サンプルボトル

光源波長： 650 nm

測定原理：MS-DWS法

サンプルボトル容量：20ml(4ml少量ボトルオプションあり)

測定可能最低粘度： 約15cP

温度調整： 室温+5℃～90℃

所要電源： 100Vac 50/60Hz

寸法･重量： W60 x L40x H30cm 36kg

主な評価項目：MSDによるレオロジー特性評価、ゲル化点評価
弾性インデックス(EI)、粘性インデックス(MVI)
固液バランス(SLB)

RHEOLASER Master 基本仕様
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マイクロレオロジーを測定するMS-DWS法の原理

一般的なレオメータではサンプルに接した測定子(コーンプレート、円筒など)を回転させ、その時に見られる応力と

位相ずれから粘弾性を計算することができますが、弱い構造体を含むようなサンプルの場合、サンプルに加えられる力

によって構造が破壊されてしまい、本来測定するはずのレオロジー特性とは異なる結果しか見ることができません。

それら微細な構造を持つサンプルのレオロジー特性を評価する方法としてMS-DWS法(Multi Speckle-Diffusing 

Wave Spectroscopy、マルチスペックル拡散波分光法)を開発しました。

干渉波
スペックルイメージ

検出器

図：装置内状況

レーザー

サンプル
ボトル

光源

図：原理イメージ

本方法はレーザー光をサンプルに照射し、反射散乱光の強度の振動を評価することを基本原理としています。サンプ

ルボトル内のサンプルに外部からレーザー光を当てると、サンプル内部に含まれる粒子によってマルチ散乱が起こり散

乱光が返ってきます。その際に粒子のブラウン運動によって干渉を受けた反射散乱光は平面のマルチ検出器で観察する

と波を打ったようなスペックルイメージを表示します。このイメージの動きはそのまま粒子の動きと捉えることができ

ます。

Mean Square Displacement

MSD
nm2

粘性的

粘弾性的

tdec

ここで１つの粒子の動きに注目し、一定平面内でどの程度の速さでどの程

度の距離を移動するかということをMSD(Mean Square Displacement、平

均平面転移量)という数字で表すと数字が大きいものは粒子がより移動しやす

い、つまりは液体の挙動を示しているということになります。このMSDを時

間に対してプロットすると液体は直線性がありますが、サンプルにネット

ワーク構造などがあり、粒子の移動を妨げる状況が起こりますので移動が遅

れて起こる現象が見られ、MSDの増加も遅れて起こります。このような挙動

を示すサンプルは粘弾性体と言えます。

なお、固体の場合は時間に対してMSDの増加は起こりません。

液体

ゲル
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解析ソフトウェア RheoSoft – レオソフト －

RHEOLASER Masterの評価項目

RheoSoft操作画面

RHEOLASER Masterでは専用解析ソフトウェア

の「RheoSoft」を使用します。カラフルでシンプ

ルな画面構成となっており、データの解析ができ

るだけ簡易に行えるような構造になっています。

操作は見やすいアイコン表示のボタンを使って行

い、結果の解析も画面左側の項目一覧から簡単に

選択して実行可能です。

MSDのグラフを読み解くだけでもレオロジー特

性の比較評価は可能ですが、各種指標の計算を

行って比較することでより深いレオロジー評価が

可能となります。

PCとの接続はUSB１本。装置を動作させなくて

も起動可能でデータ処理のみにも使用可能です。

①固液バランス(SLB、Solid-Liquid Balance)

MSDを時間に対してプロットした時の測定曲線の傾きを計算する

と、そのサンプルが固液どちらの性質が支配的かを評価できます。

傾き > 0.5：液体としての挙動が支配的

傾き = 0.5：固液両方の性質がある(粘弾性体)

傾き < 0.5：固体としての挙動が支配的(=ゲル)
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傾き = 固液バランス

MSD

tdec

SLB (tan delta)

EI (G’)
MSD

tdec

MVI
MSD

tdec

②弾性インデックス、粘性インデックス

サンプルの弾性挙動の指標、ならびに粘性挙動の指標です。弾性インデックスはゲル化、架橋構造形成、構造回復の

特性評価、粘性インデックスは流動性、触感、安定性の評価に応用可能です。

時間、温度、pH、濃度など

a,
 b ゲル化点

③ゲル化点

サンプルのMSDの測定を経過時間、温度、pH変化、濃

度を変えて複数点測定し、それぞれを液体あるいは固体ど

ちらの挙動を色濃く示しているかを評価し、その変異点を

ゲル化点として導き出します。



高温

RHEOLASER Masterのアプリケーション例

0.5%カラギナン溶液を高温から低温まで温度を変化させ、サンプルのレオロジー特性がどのように変化するかを観察し

ました。その後、ゲル化点計算を行い、ゲル化点が39.7℃であることが分かりました。通常のレオメータではサンプル準

備から測定で数時間かかり、結果も精密なものは得られませんがRHEOLASER Masterでは高精度な結果が数分で得られま

す。
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①ゲル化点評価

②架橋速度の評価

③分子構造変化によるレオロジー特性変化の評価

低温

ゲ
ル
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体
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移
温度(℃)
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 (
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) 2

1

エポキシ樹脂液と硬化剤を混ぜた時に起こる架橋反応による硬化時間を観察しました。硬化液の濃度違いで19%(1)と

32%(２)を用意し差を比較したところ、濃度の濃い方がむしろ硬化開始に時間がかかることがわかりました。しかし、同

時に弾性インデックスは濃度が濃い２の方が最終的には高くなることが確認でき、より強固な接着がなされることが示唆

されます。

温度(℃)

加熱

冷却

水溶性 不溶性

ランダムコイル 球状体

低温域 高温域

PNiPAMは有機コーティングや光学フィルタの素材として使われていますが一定温度で可逆的な相転移を行うことで知ら

れています。 PNiPAM溶液に架橋剤を加えるとコイル構造時に架橋反応が起こりゲル化しますがその変化を温度変化に対

する弾性インデックス変化のグラフで比較すると架橋剤の濃度が異なっても一定の温度で相転移が起こり構造が変化して

いることが分かります。



マイクロレオロジーと熱分析を融合させた新しい評価

サンプルの溶解・結晶化挙動を非接触で測定

RHEOLASER CRYSTAL – レオレーザー クリスタル

＜製品の特徴＞

・マイクロレオロジーと熱分析を組み合わせた新しい溶解・結晶化評価

・サンプルサイズ、形状を問わず測定可能

・不均一なサンプルでも安定した測定が可能

・相転移温度と多分散性を簡単操作で解析

・速く正確な温度調整システム

・温度サイクル劣化試験が可能

Rheolaser Crystal(レオレーザー クリスタル) はMS-DWS法を

使ったマイクロレオロジー評価と熱分析を組み合わせた物質の状態変

化挙動を評価する画期的な装置です。高精度温調システムによる温度

変化を行いながらレーザーによる非接触レオロジー測定を行うことで、

温度の上昇/低下によるサンプルの溶解、結晶化、相転移が評価でき

ます。

サンプルは専用のサンプルホルダに載せるだけで特殊な作業は必要

ありません。数グラムのサンプルを切り取ってホルダごと測定チャン

バに入れることができます。サンプルは形状を問わず、既存の手法よ

りも多いサンプル量で評価することが可能なため、ばらつきの少ない

測定結果が得られます。

精度の良い温度制御システムと非接触式赤外線温度センサにより、

サンプルの温度を測定しながら状態変化測定を行います。温度プログ

ラムは昇温速度の設定が可能であり、温度サイクルプログラムを組む

こともできるので、温度サイクル劣化試験にも応用できます。

RHEOLASER Crystal

光源波長： 650 nm

測定原理：MS-DWS法、赤外線センサー(温度)

必要サンプル量：0.1 ～5 g

温度調整： 4℃～90℃

ランプ温度変化速度：0.1 ～ 25℃/分

所要電源： 100Vac 50/60Hz

寸法･重量： W30 x L40x H40cm 10kg

主な評価項目：MS-DWS法を用いた温度変化に伴う
サンプルの溶解・結晶化挙動解析

RHEOLASER Crystal 基本仕様
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MS-DWS法を用いた溶解・結晶化挙動解析の原理

MS-DWS法はレーザー光をサンプルに照射し、反射散乱光の強度の動きを評価することを基本原理としています。レー

ザー光をサンプルに当てると、サンプル内部に含まれる粒子に当たって光の散乱が起こり散乱光が返ってきます。その散

乱光は粒子のブラウン運動によって干渉を受けており、平面の検出器で観察すると波を打ったような干渉縞(スペックルイ

メージ)として観察されます。このイメージの動きはそのまま粒子の動きと捉えることができます。

図：原理イメージ

粒子の動きの速さを解析するとそのサンプルのレオロジー特性を評価することになりますが、速さの「変化」を評価す

るとサンプル内で起こっている相転移など物質の状態変化が見えてきます。RHEOLASER Crystalでは高精度に制御した

温調システムで一定速度の温度変化を発生させ、その時に起こる反射光の干渉縞の動きの変化から物質の状態変化を観察

することができるシステムです。相転移などの状態変化が起こるとレオロジー特性の劇的な変化ピーク(特性ピーク)とし

て検出され、その時の温度が結果として得られます。

サンプル中
の粒子

レーザー光

干渉縞
(スペックルイメージ)

ミクロ構造

モニタリング

加熱 冷却

温度(あるいは時間)
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)
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解析ソフトウェア Rheosoft Crystal– レオソフト クリスタル－

示差走査熱量測定との比較

Rheosoft Crystal操作画面

「Rheosoft Crystal」 はマイクロレオロジー溶

解・結晶化評価Rheolaser Crystalの専用解析ソフ

トウェアです。使いやすさを追求したソフトウェア

で操作は見やすいアイコン表示のボタンを使って行

い、結果の解析も画面左側の項目一覧から簡単に選

択して実行可能です。

操作の容易さのコンセプトは「ワンクリック」で

す。得られた基礎データから実際に活用できる計算

結果に至るまでを可能な限りワンクリックで実行で

きるように工夫されています。
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示差走査熱量測定に対するRHEOLASER Crystalのメリット

メリット① サンプリングの容易さ

カットしたサンプルをそのままサンプルホルダに置いて測定を開始することが可能です。
測定結果はサンプルの形状や量に影響を受けません。

メリット② 温度制御の正確さ・速さ

最大25℃/分の高速温調が可能です。

メリット③ 示差走査熱量測定では見えない変化をキャッチ

レオロジー変化からサンプルの状態変化を見ているので、示差走査熱量測定では追うことが
できない変化ピークを捉えることができます。

本装置と同様にサンプルの溶解、結晶化、相転移などを評価可能な測定手法に示差走査熱量測定があります。これはDSC法

(Differential scanning calorimetry)と呼ばれ、測定試料と基準物質を比較して測定する方法です。機器内で２つを同時に加熱

し、測定試料が相転移・融解など熱の収支を伴う変化が起こった時の標準試料との熱量の差を検出することで測定する手法で

す。

この手法は加熱範囲などがRheolaser Crystalよりも広く、古くから使用されている手法なので広く使われています。しかし

ながら一般的にサンプリング方法がシビアで、均一なサンプルを正確な量で測り取って測定する必要があり、ばらつくことも

多いです。Rheolaser Crystalには新しい測定原理を使うことによる多くのメリットがあります。



RHEOLASER CRYSTAL のアプリケーション例

①チョコレートのブルーム現象の評価

②バター、マーガリンなど油脂の特性評価

バターやマーガリンなどは使用用途に応じて使いやすい

ように融点を変えてあります。そのため原料や処方などを

色々と変えていますが、その際に油脂の結晶化・溶解温度

の正確な測定が必要となります。Rheolaesr Crystalでは正

確な溶解温度の測定が可能であり、明確な差が見られまし

た。
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温度(℃)

μ
D

(H
z
)

低T50

高T50↓

↓

― 塗り拡げやすいマーガリン
― 一般的なマーガリン
― 調理用マーガリン

③クリームの温度サイクル劣化試験

時間(h)

μ
D

(H
z
)

化粧品などのサンプルでは一般的に加熱と冷却を繰り返してエマ

ルションの不安定化を促進させることで品質保持期間の予測を行う

試験が行われています。本機器でも自動温度プログラムで温度サイ

クルを起こし、その間にレオロジー特性評価を行うことで

劣化の起こりやすさと相関のあるピークデータを得る試験を行う

ことができますが従来の試験法よりはるかに時間短縮が可能です。

μ
D

E
(H

z
)

温度(℃)

チョコレートに含まれるカカオバターの結晶構造には複

数の種類がありますが、見た目や口溶け等の良さを求めら

れ、一般的にβVという結晶構造が使われています。しかし、

高温での保管や誤った生産工程によって結晶構造が変わっ

てしまいます。

Rheolaser Crystalではチョコレートの正確な溶解温度を

評価し、高温保管によって継時的に結晶構造が変化し溶解

温度が変化している様子が分かりました。



塗膜の乾燥工程評価用。

非接触測定で目に見えない塗膜の状況をクリアに。

RHEOLASER Coating – レオレーザー コーティング

＜製品の特徴＞

・MS-DWS法を用いた塗膜の乾燥工程評価が可能

・レーザーによる完全非破壊測定でリアルタイムな測定が可能

・最大４つの測定ヘッドを搭載可能で同時/個別測定が可能

・保護ボックスにより、外部環境の変化、風の影響を除外

・洗練されたデザインのソフトウェア

RHOLASER Coatingは画期的なMS-DWS法を用いた塗膜の乾燥・

造膜工程の評価を行う装置です。レーザーを塗膜のサンプルに照射し、

反射散乱光の干渉波のイメージを解析することでサンプルの乾燥・造

膜状態をリアルタイムに測定します。

測定ヘッドは最大４つ搭載可能で、異なるサンプルを同時に、ある

いは個別に測定することが可能です。照射されるレーザーは可視光と

近赤外光のものがあり、反射光が得にくい黒色に近いサンプルの場合

は近赤外光レーザーを使用します。

測定はレーザースポットに塗布サンプルが置かれたことをソフト

ウェアが自動認識し、測定が自動で開始されます。開始後はソフト

ウェア上でリアルタイムな挙動を追うことができます。

RHOLASER Coatingは専用ソフトウェアHoruSoftにて操作しま

す。ソフトウェア上の簡単な操作で測定の開始・終了を定義ができる

上、変化速度の計算も簡単に行うことができ、面倒な計算の手間があ

りません。

RHOLASER Coatingは今まで見えなかった塗膜の乾燥工程・造膜

の評価を可能とする新しい方法を提案しています。

RHEOLASER Coating
(2ヘッドモデル)

保護ボックス

光源波長： 650 nm あるいは 850nm

測定原理：MS-DWS法

使用環境： 最大60℃ (装置に温調の機能はありません)

所要電源： 100Vac 50/60Hz

寸法･重量： W70 x L60x H62cm 45kg

主な評価項目： 流動性ファクターの評価による塗膜の乾燥工程評価

RHEOLASER Coating  基本仕様

11



塗膜の乾燥工程評価を行うMS-DWS法の原理

塗付サンプルの乾燥・造膜工程の評価では古くからの方法では指で触ったり、機械的な引っ掻き試験でどのような跡が残る

かを確認したりする方法で塗膜の状態を確認してきました。しかしながらその評価は曖昧で試験方法や人による誤差が大きく、

明確な差が見えないこともあります。熱分析や顕微鏡での観察を用いた評価も行われていますがどれも時間と労力がかかる上

に現実的な数値での評価が難しいという問題点がありました。これら塗布サンプルの乾燥・造膜工程を評価する方法として

MS-DWS法(Multi Speckle-Diffusing Wave Spectroscopy、マルチスペックル拡散波分光法)を開発しました。

レーザー光

図：装置内状況 図：レーザー照射とスペックルイメージ

本方法はレーザー光をサンプルに照射し、反射散乱光の強度の振動を評価することを基本原理としています。塗布後のサ

ンプルに上部からレーザー光を当てると、サンプル内部に含まれる粒子によってマルチ散乱が起こり散乱光が返ってきます。

その際に粒子の動きによって干渉を受けた反射散乱光は同じく上部にあるビデオカメラで観察すると波を打ったようなス

ペックルイメージを表示します。このイメージの動きはそのまま粒子の動きと捉えることができます。

塗膜がまだ液体の状態であればサンプル内の粒子は比較的自由に動きますのでスペックルイメージの動きも大きくなりま

す。塗膜からベースとなる液が蒸発し、さらに造膜が進んで行くと粒子が動かなくなっていきますのでスペックルイメージ

の動きも小さくなります。このスペックルイメージの動きの大きさをμD(マイクロダイナミクス)として数値化すると乾燥工

程が進んで行くに連れてμD値が小さくなっていきます。この値の変動を観察することで塗膜の状態をリアルタイムに判断す

ることができます。

Dt t

測定ヘッド レーザー光源

ビデオカメラ

サンプル塗膜

塗布基材

スペックルイメージ

干渉

時間

粒子の動き イメージの動き
μD

時間

μ
D

(H
z
)
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解析ソフトウェア HoruSoft – ホラソフト －

塗料の乾燥工程の典型的なデータ

HoruSoft操作画面

RHEOLASER Coatingでは専用解析ソフトウェア

の「HoruSoft」を使用します。操作は見やすいアイ

コン表示のボタンを使って行い、結果の解析もグラ

フ画面右側の項目一覧から簡単に選択して実行可能

です。

測定結果の比較、変化速度の計算、各変異点の時

間比較など簡単に実行することができます。

PCとの接続はUSB１本。パネル式PCが付属します。

RHEOLASER Coatingで観察する塗膜の乾燥・造膜工程は塗布サンプルの種類によって典型的な変化グラフの形が

あります。上記は水系塗料の乾燥・造膜工程のデータ事例ですが溶剤系の塗料の場合など異なる傾向の変化グラフが

得られます。
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工程Ⅰ

塗膜に溶媒が豊富に存在し、粒子が自由に動くこと

が可能です。蒸発が徐々に進むため粘度が上昇し、

粒子の動きは徐々に遅くなります。

工程Ⅱ

蒸発がかなり進み粒子同士の距離がさらに小さくな

ると粒子が自由に動くことができなくなりますが、

わずかに粒子の振動が起こります。

工程Ⅲ

溶媒が完全に蒸発し、粒子同士が接触した状態にな

ると粒子の振動も低下していきます。

工程Ⅳ

粒子同士が造膜し、固体表面化すると粒子の動きは

ほとんどなくなり、μDの数値は変化をしなくなりま

す。水系塗料の乾燥・造膜過程における粒子の動きの変化

μ
D

(H
z
)

時間

パネル式PC

※メーカー、モデルは
Formulactionの指定
となります。



加熱条件での塗膜の乾燥工程評価用

高温など実際の乾燥条件を再現し乾燥の状態を評価

RHEOLASER Coating HT – 加熱モデル

＜製品の特徴＞

・MS-DWS法を用いた塗膜の乾燥工程評価が可能

・レーザーによる完全非破壊測定でリアルタイムな測定が可能

・加熱チャンバによる安定的な温度管理が可能

・洗練されたデザインのソフトウェア

RHOLASER Coatingの測定ヘッドと最大250℃まで加熱可能な温

度チャンバを組み合わせたモデルです。測定はチャンバのガラス越し

に行われますのでチャンバ内温度は均一に保たれます。

測定ヘッドから照射されるレーザーは常温モデルよりも強度が強く、

暗い色のサンプルでも測定可能です。

RHOLASER Coating HTはさらに進化した専用ソフトウェアにて

操作します。ソフトウェア上の簡単な操作で測定の開始・終了を定義

ができる上、変化速度の計算も簡単に行うことができ、面倒な計算の

手間がありません。

RHOLASER Coating HTはさらに塗膜の乾燥工程・造膜の評価の

可能性を広げます。

RHEOLASER Coating HT

光源波長： 650 nm

測定原理：MS-DWS法

使用環境： 室温～最大250℃

所要電源： 100Vac 50/60Hz  1600W

寸法･重量： W60 x L61x H71cm 58kg

主な評価項目： μDの評価による塗膜の乾燥工程評価

RHEOLASER Coating HT 基本仕様
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RHEOLASER Coatingを使った測定事例

①基材の違いによる乾燥・造膜挙動の違い

②UV硬化剤のUV照射強度の違いによる硬化の変化

③粉体塗料の加熱乾燥工程

時間

粉体塗料は基材に塗布後、加熱されることで溶解し、

その後造膜していく過程を取ります。本機器では初期の

加熱溶解過程と造膜工程を温度違いで評価し、最適温度

を決定することが出来ます。

μ
D

(H
z
)

時間

μ
D

(H
z
)

ガラス状に塗布したUV硬化コーティングの硬化速度の

評価です。UV光の照射強度が高い方が明らかにコーティ

ングの硬化が速く起こっていることが分かります。また、

各グラフの傾きを計算することで硬化速度の比較も行うこ

とが可能です。

同じ塗料でも塗布する基材によって乾燥挙動が異なるこ

とが知られています。4種の基材で乾燥・造膜速度を比較

したところ、多孔質な材料であるほど乾燥・造膜が速く進

むことを確認できました。

UV 照射強度
(mW/cm2)

硬化速度

(decade Hz/min)

10 -5.25

20 -13.68

50 -15.12

時間

μ
D

(H
z
)

ガラス
木材

石膏ブラスター
石膏ボード

サンプル 指触乾燥 硬化乾燥

ガラス １時間57分 6時間31分

木材 １時間49分 5時間57分

石膏ブラスター 1時間29分 4時間19分

石膏ボード 1時間33分 4時間44分
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温度 硬化時間

125°C 4時間

200°C 1時間

250°C N/A

安定的な塗膜形成

塗膜の分解
(高温すぎる)



液中分散評価のパイオニア
世界シェアトップの実力

RHEOLASER の多彩なアプリケーション

注)本書に記載されている装置の外観や仕様は予告なく変更になる場合があります。 Lev. 1-2021.10

国内総代理店

日用品・化粧品

・シャンプー、リンス
・ボディソープ、クリーム
・歯磨き粉
・クレンジングフォーム
・リップクリーム
・マニキュア
・日焼け止めクリーム
・グロス

食品・飲料

・ソフトドリンク、牛乳
・チョコレート、コーヒー
・ホイップクリーム
・ソフトクリーム
・マヨネーズ、ケチャップ
・ヨーグルト、チーズ
・ゼリー、スイーツ

製薬

・軟膏
・クリーム
・エマルション
・ハイドロゲル

石油化学・セメント

・原油
・石油化学製品
・掘削油
・セメント

その他の粒度分布計、安定性評価機器など
分散評価機器、表面・界面張力計、最低造膜
温度計等関連製品も多数取り揃えております。
詳細はお問い合わせください。

大学・研究機関

・ポリマー
・ガム
・エマルション
・ゲル

・インク顔料
・粉体塗装
・ペイント
・ポリマー

塗料・インク

三洋貿易株式会社 科学機器部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11
TEL：03-3518-1196  FAX：03-3518-1237
E-mail：info-si@sanyo-trading.co.jp  Web：www.sanyo-si.com


