AAS.ICP 分析サンプルの前処理

オープン容器
マイクロ波式 湿式分解装置

STAR System はあなたの実験室の能力を広げます !
速い- 同時または次々に、異なるメソッドで最高 6
サンプルを独立して処理できる
プログララマブル-サンプルと試薬を乾燥させる為の
自動エバポレーション
安全- 自動化された試薬添加は、危険な化学薬品
のハンドリングがない
簡単な操作- 素早くメソッドの最適化ができる
゛時間-温度”パラメーターのプログラム
クリーンケミストリー- 各々独立したセルに１試薬
1 ポンプ
フレキシブル- 10 グラムまでの難分解又は、高反応
サンプルを簡単に分解
承認- USEPA SW-846 メソッド 3050B に適応
環境にやさしい- ヒュームフードの要らない蒸気ス
クラバーモジュール
CEM 社の革新的な、STAR SystemTM は、オープン容器
マイクロ波分解を新しい水準へ到達させ、研究所では
ほとんど見られない柔軟性と使いやすさを提供します。
ユーザーの希望する特徴と改善に見合った最も新しい
世代のデザインです。世界中で 2000 以上のマイクロ波
フォーカスドユニットを納め、各種産業から優秀な評価
を受けています。ユーザーと CEM 社のエンジニアリン
グチームとの共同作業で、最も進んだオープン容器分
解システムが利用可能になりました。

世 界 的 中 の 2000 人 以 上 の 化 学 者 か ら 、
STAR System のマイクロ波フォーカスド技術
は、分解システムの中で、より優れた選択で
あると認められています。
STAR System の高性能技術は、完全分解に対して無
比のコントロールを提供する確立されたテクニックです。
ユニークな特許を持つ温度フィードバック制御、異なる
プログラムメソッドで最高 6 つのサンプルを処理する柔
軟性、そして安全で便利な自動試薬添加ができる、唯
一のシステムです。試薬と接触するシステムのすべて
の部品は、不活発な材質から作られているので、硫酸
等の、酸の使用が可能です。また、STAR System の多
才さは、次の分析工程を助けるために、それまで添加
した酸をエバポレーションし、再度硝酸分解することが
できます。
より大きなサンプルサイズを分解することができる能力
とシンプルなオペレーションは、分析能力を改善したい
いかなる研究所にでも有益で、アプリケーション範囲を
広げます。

STAR System は、サンプルをエバポレーショ
ンして乾燥させた後、次のステップの酸分解
ができるので、正確にコントロールされた分析
マトリックスが可能です。

難分解サンプルを簡単に分解！
プラスチック製品
プラント/動物組織
ポリマー
フィルタ（例 Toray）
危険な廃棄物
製薬
金属／金属製品
合成物
無機、有機化学薬品 フォトレジスト
食品
硫酸の減量
土壌
陰イオン/陽イオン交換樹脂
スラッジ
ケルダール分解
水／廃水
飼料と穀物
STAR System の特許を持つ温度フィードバックシステ
の特許を持つ温度フィードバックシステ
ムは、すべてのセルを独立して温度をコントロールし、
完全な分解および正確な結果を保証します。

簡単な使用
STAR System は便利さと柔軟性を持ち、分析者をサン
プル前処理に必要だった時間から解放します。システ
ムは、プログラムされたメソッドのパラメーターに従って
試薬を容器に自動的に添加します。分解ステージの温
度を冷却しないで、分解が実行されている間、試薬を
分別量で、追加できます。システムの特徴であるポンプ
テクノロジーは、正確に定量された試薬が、要求に応じ
て即座に加える事を確実にします。
個々の試薬は、1 つのセル毎に 1 つの専有のポンプを
持っていますので、試薬のいかなる混合やクロスコンタ
ミネーションがありません。
マイクロ波開口部コントロール
システムは、お互いに無関係に動作する最高 6 つの
個々のセルから構成し、異なるメソッドが、同時に運転
又は、異なる開始時刻で運転が可能です。個々の容器
には、温度フィードバック制御を持つそれ自身のセルを
持っています。容器セルは、導波管に沿って配置され、
マグネトロンによって発生したマイクロ波エネルギーを
導きます。個々のセルは、それ自身の専有のマイクロ
波開口部コントロールを持っています。開いている開口
部は、マイクロ波がセルに入ることを可能にする一方、
閉じられた開口部は妨げます。温度フィードバックシス
テムは、個々のメソッドのパラメーターに基づいて各キ
ャビティに供給されたエネルギーをモニターし、コントロ
ールし、必要に応じて、開口部の開閉を自動的に開始
します。

アクセサリー
250 mL パイレックス容器
標準の容器はルーチンのアプリ
ケーション用
250 mL 石英容器
高い温度のアプリケーションや
酸の濃縮のためにデザイン
250 mL テフロン容器
HF やりん酸分解用
目盛りつきパイレックス容器
1 本の容器での、サンプル分解と
メスアップは、トランスファーステ
ップを省略。50 と 100 mL 容量が
利用できます
試薬のエバポレーション／濃縮
試薬の急速な減量（例、硫酸量）
蒸気吸収システム
蒸気吸収システム
蒸気を吸収し中和することで、ラボベンチでのオペレー
ションが出来、ヒュームフードスペースを最大化すること
を可能にします。

最高 6 つの個々のセルは、お互いに無関係に、異なる
メソッドを同時又は、異なる開始時刻で運転できます。

反応容器 ＆ セル構造
各容器とセルの温度は、独立して同時にコントロールで
きます。

試薬ポンプ
1 分あたり 30mL の試薬を送液！試薬と接触するポンプ
のすべての部品は、不活発な材質により構成されてい
ます。追加した試薬ポンプは、自動試薬添加システム
で拡張された試薬の数でリンクすることも又、システム
から独立した酸や他の酸にリンクする事もできます。

あなたの PC をサンプル前処理ワークステーションに
CEM 社の STARLinkTM ソフトウェアをインストールした
PC から STAR System をコントロールできます。このオ
プションのソフトウェアパッケージは、STAR System を、
どのような PC（MicroSoft® Windows® 95 以降）にでも直
接接続でき、分解メソッドの保存、データ取得、および
時間と温度プロットのグラフィックを表示します。
メソッドの作成、保存そして呼び出し、データプロット、
および詳細なサンプル情報
バーコードリーダ、外国語キーボードとインターネッ
ト接続をサポート
分解中の時間と温度をプロットしプリント
ポピュラーな表計算プログラムへの転送
容易で、より速いメソッドプログラミング
メソッドから簡単にステージを挿入又は削除
ソフトウェアは、保存されたメソッドへのアクセス権
を制限するセキュリティ管理者を持つ
自動報告書作成

優れたエンジニアリング
STAR System は多用途で、使い易いにもかかわらず、
頑丈で安全、その上信頼できる設計です。システムは
小さなスペースに置け、ヒュームフードスペースを必要
とせず、事実上どのような研究所にでも適します。
“容器認識”センサーは、容器がセルに適切に置
かれるまで、セル運転を許可しません
組み込みの蒸気吸収システムは、分解の間に発
生した蒸気をスクラバーします。ヒュームフード
スペースを必要としません
1 つのセルに 1 試薬 1 台のポンプ
システムソフトウェアは、分解中の空運転を防止す
るために、試薬供給量を監視します
耐腐食性の外装
小さな装置スペースは、どのような研究室にも適し
ます
ISO9000 認証

性能

STARLinkTM オペレーション画面

STARSystem
サイズ(W x D x H cm)本体 45.8x33.4x35.5cm
蒸気吸収システム 16.5x22.9x30.5cm
重量
21.8Kg
電源
240V/50Hz 又は 120V/60Hz、1KW
容器本数
2/1 台
自動試薬注入
最大 4 試薬/ポンプモジュール
（オプション）
最大 5 ポンプモジュール/装置
試薬分別量
0.2～10mL、0.2mL 単位
容器容量
250、100、50mL
運転温度
～500℃
読み取り温度
～430℃
蒸気吸収システム
標準装備
自動真空ポンプスタート
オプション
ステップとプログラム数
40 ステップ、20 メソッド保存
外部出力
プリンター出力、RS232 ポート

参考データ

（注）本装置は電波法上､ご利用には高周波利用設備許可又は変更の申請が必要です。

