CN108

SPECIFICATION
仕様

型式
名称
測定範囲
測定精度

MKV-710D

MKC-710D

カールフィッシャー水分計[容量滴定法]

カールフィッシャー水分計[電量滴定法]

1) 水分量

1) 水分量 ： 1μg～300mg(試薬に依存)

： 0.1～500mgH2O(KF試薬力価に依存)

2) 水分濃度 ： 1ppm～100%H2O

2) 臭素量 ： 8μg～300mg(試薬に依存)

ビュレット精度

定精度

容量：10mL

データインテグリティ対応支援

1mgH2O測定時;相対標準偏差0.3%以下(n=10)

精度 ： 10mL±0.015ｍL、再現性±0.005mL

※弊社既定の標準液、測定条件による

カールフィッシャー水分計［容量滴定法］
Karl Fischer Moisture Titrator [Volumetric titration]

終点検出方法

双極白金検出電極による分極電位検出による

双極白金検出電極による交流分極法

終点判断方法

指定分極電位を終点判断時間維持した場合を終点とする

ドリフト安定判断（設定可）または測定制限時間設定

その他の機能

1) ドリフト自動補正機能

終点判断時間設定範囲 ： 1～99秒
2) 試料投入自動検知による測定開始機能
3) ブランク値を最大各10種類記憶
4) 試薬の自動給排機構付スターラー又は手動給排液付スターラー又は標準スターラー

カールフィッシャー水分計［電量滴定法］

キー操作

タッチパネルによるダイレクト操作

Karl Fischer Moisture Titrator [Coulometric titration]

表示機能

8.4インチ カラー液晶ディスプレイ800×600ドット
日本語
2ch同時表示可

計算機能

濃度計算、統計計算処理（平均値、標準偏差、相対標準偏差）、ブランク自動入力機能搭載
試薬力価自動入力機能搭載

データ記憶

メソッド数 ： 120種 (1Chごと)
測定結果 ： 5,000検体 (1Chごと)
操作履歴 ： 100,000件 (1,2Ch共有)

DI対応支援機能

アクセス制限

： 担当者IDとパスワードによる認証

権限管理

： 担当者毎に編集制限などの権限設定

監査証跡(Audit Trail)

： 自動的に操作履歴を記録

電子承認、電子署名

： ワークフローによる電子承認、電子署名

バックアップ/リストア

： 任意周期での自動バックアップ

アーカイブ/アーカイブ表示 ： データの退避、アーカイブしたデータは装置で閲覧可能
データ容量

： メイン画面のアイコンで残量を常時確認

セキュリティ設定

： パスワードの長さの設定、ロックアウト

LIMS対応

： LIMSシステムへの出力モード
※MKV-710 ビュレットユニット内のICチップ機能は使用できません。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1
仙台市宮城野区榴岡4-12-12
大阪市中央区大手前1-7-31
名古屋市中区栄2-2-17
福岡市博多区博多駅中央街4-8
北九州市戸畑区中原新町1-2
京都市南区吉祥院新田二の段町68
京都市南区吉祥院新田二の段町56-2
京都市南区吉祥院新田二の段町74

（03）5227-3151
（022）207-3800
（06）6942-7373
（052）209-5862
（092）473-4001
（093）861-2525
（075）691-4121
（075）691-4122
（075）691-4121

FAX（03）3268-5591
FAX（022）207-3802
FAX（06）6942-9898
FAX（052）209-5863
FAX（092）473-4003
FAX（093）861-2250
FAX（075）691-4127
FAX（075）691-9961
FAX（075）691-4127

■修理・点検のお問い合わせは… 東日本カスタマーサポート（東京）
東日本カスタマーサポート（仙台）
西日本カスタマーサポート（名古屋）
西日本カスタマーサポート（京都）
西日本カスタマーサポート（大阪）
西日本カスタマーサポート（周南）
九州カスタマーサポート（北九州）
九州カスタマーサポート（福岡）

（03）5227-3153
（022）207-3801
（052）209-6875
（075）691-4125
（06）6942-7474
（0834）34-5373
（093）861-2990
（092）473-4002

FAX（03）3268-5592
FAX（022）207-3802
FAX（052）209-5863
FAX（075）691-9536
FAX（06）6942-9898
FAX（0834）34-5374
FAX（093）861-2250
FAX（092）473-4003

東 京 支 店
仙台営業所
大 阪 支 店
名古屋営業所
九 州 支 店
北九州営業所
本 社 ・ 工 場
第 二 工 場
第 三 工 場

〒162-0842
〒983-0852
〒540-0008
〒460-0008
〒812-0012
〒804-0003
〒601-8317
〒601-8317
〒601-8317

MKV-710 D

●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。

http://www.kyoto-kem.com

1911-33-KT

MKC-710 D

SUMMARY/SYSTEM CONFIGURATION
概要/構成

監査証跡

GMP(製造管理および品質管理の基準)に基づいたデータの完全性（Data Integrity）対応を支援する
ため開発されたカールフィッシャー水分計です。

アクセス制限
担当者IDとパスワードで認証し、
ログオンします。
ログオン担当者は常に1人で、
ログオフ、
ログオンで切り替えます。
担当者は100名まで登録でき、
担当者毎にIDとパスワードを登録します。

(Audit Trail)

「誰が」
「いつ」
「何を」
したかの操作履歴を自動的に記録し
ます。
また、変更操作をした場合は、必ず「理由」の入力を
要求します。記録の追跡は、
「誰が」
「いつ」
「何を」の項目か
ら検索できます。データを変更する場合は、変更前、変更後
の両データを記録します。

電子承認・電子署名

電子承認・電子署名
電子承認のワークフローは、確認→照査→承認と否認、未
確認の5段階です。確認→照査→承認の順で承認する必要
があり、飛ばすことはできません。承認操作の電子署名に
は、パスワード入力が必須で、署名の経緯は履歴で確認で
きます。

電子承認のワークフローは、
確認→照査→承認と否認、
未確認の5段階です。
承認操作の電子署名には、
パスワード入力が必須で、
署名の経緯は履歴
で確認できます。

※2ch接続時もログオン担当者は1人です。
また、
測定中はログオフできません。

バックアップ・リストア・アーカイブ
権限管理
担当者毎に各種機能の編集や設定等に対する権限の有無を設定します。
運用に適した5種類の権限レベルに加えて、
任意に権限レベルを設定す
ることもできます。

データを外付けハードディスクやUSBメモリにバックアップできます。
任意の周期で自動バックアップでき、
バックアップした装置にデータを
リストアできます。
また、
アーカイブではデータを移動できます。
※外付けハードディスク、USBメモリは、別途ご準備ください。

監査証跡（Audit Trail）
「誰が」
「いつ」
「何を」
したかの操作履歴を自動的に記録します。
また、
変更操作をした場合は、
必ず
「理由」
の入力を要求します。
記録の追跡は、
「誰が」
「いつ」
「何を」
の項目から検索できます。

バックアップ・リストア・アーカイブ
アクセス
制限

権限管理

Audit Trail

FEATURE

測定データの記憶数は1chにつき5,000件です。上限に達
すると、測定がスタートできず、エラーメッセージを表示し
ます。
自動的に古いデータを上書きで消去しないので、
より
安心です。データ容量の残量は、常にメイン画面のアイコ
ンで確認できます。

※外付けハードディスク、USBメモリは、別途ご準備ください。
外付けハードディスクは、セルフパワーに限ります。
※外付け HDD 対応容量は、500GB以上２TB以下まで、
対応フォーマットは、exFATです。
※USB メモリ対応容量 対応容量は、2GB以上64GB以下まで、
対応フォーマットは、FAT32です。

監査証跡

電子承認
電子署名

外付けハードディスクやUSBメモリに、データをバックアッ
プできます。任意の周期での自動バックアップも可能です。
リストアは、バックアップを行った装置のみ行え、
システム
障害時などの復旧が迅速です。
アーカイブでは、データを
移動できます。

データ容量

：
：
：
：
：
：

バックアップ
リストア
アーカイブ

100％
80％
60％
40％
20％
0％

特長
パソコン不要で、本体にデータインテグリティ対応支援機能を搭載したカールフィッシャー水分計です。
最大2台の同時測定が可能で、無線接続可能なタッチパネル式大型カラーLCDを採用しています。

アクセス制限
担当者IDとパスワードで認証し、ログオンします。
ログオン担当者は常に1人で、ログオフ、
ログオンで切り替
えます。担当者は100名まで登録でき、担当者毎にIDとパス
ワードを登録します。
※2ch接続時もログオン担当者は1人です。
また、測定中はログオフできません。

権限管理
担当者毎に各種機能の編集や設定等に対する権限の有無
を設定します。5種類の権限グループに加え、お客様の運用
方法に合わせて任意の権限グループを10種類まで設定す
ることができます。全担当者に必ず権限を設定するので、
よ
り信頼性が高まります。

セキュリティ設定
パスワードの長さや有効期限等が設定できます。
また、不
正アクセスに対するロックアウト、画面操作が一定時間な
い場合の自動画面ロック、離席時には装置のロックで、セ
キュリティをより強化できます。不正アクセスに対しては、
記録機能があります。

LIMS対応
LIMSとの接続は、RS-232Cによる通信を使用します。測定
結果を装置内部に保存せず、LIMSシステムへ出力するモ
ードを備えています。国内外の主なシステムとの接続実績
があります。
【接続実績】
□Waters
『NuGenesis LMS』
□サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
『Thermo Scientiﬁc SampleManager LIMS』
□株式会社日立製作所
『PQDAMS』
□横河ソリューションサービス株式会社
『Lab-Aid』
※システムとの接続に関しては、最寄りの弊社支店、営業所へお問合せください。

