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あらゆるニーズに対応する、より優れた粒子径測定
Bettersizer 2600

粒子径測定
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レーザー回折・散乱技術は 10 ナノメートルから数ミリまで測定できる、確立された粒子径測定技術です。

Bettersizer 2600 はこの回折・散乱技術を利用します。散乱スペクトルからの光信号をインテリジェントソフ
トウェアに送信される電気信号に変換する 92 個のディテクターがあります。ミー散乱理論をデータに実装し、
数学的変換を実行することにより、完全な粒子径分布を導き出すことができます。

お客様のあらゆるニーズに対応するレーザー回折・散乱式粒
子径分布測定装置

「Ultra-Met 社は Bettersize レーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置を 1 年以上使用して
います。タングステンカーバイドスプレードライパウンダーを正確で再現性のある結果を得
ることができます。これは、当社の粉末金属製品の開発と品質管理のための重要なツールです。 
カスタマーサービスは常に非常に信頼できます。 知識豊富なスタッフが当日に質問に答えて
くれることを常に信頼できます。彼らの製品と顧客サービス全体に非常に満足している素晴
らしい会社です。」

Cara D'Angelo
冶金エンジニア 

 Ultra-Met Carbide Technologies, （米国） 
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建材

ペンキ、インク & 
コーティング

セメント、岩、粘土、木材、
砂利、合成高分子など。

二酸化チタン、有機顔料、
酸化鉄、セラミックインク
など。

セメントの粒径分布は直接セメントの主要なユーザーである
最終硬化コンクリートの硬化率、強度及び流動性に影響しま
す。Bettersizer 2600 により提供されるセメント粒径の正確で
繰り返しができる測定はコストを削減し、コンクリート製造
工程において最適化された分布を行います。

Bettersizer 2600 は顔料系インクの粒径および径分布の特性を
示します。凝集、色の不一致及びチャネルまたはノズル内で
の詰まりを防止するため、長期間にわたる保管においてリン
クが安定的であることを保証することにおいて重要な工程で
す。

医薬品

研磨

バッテリ

ラクトース、粉末吸入器、
ステアリン酸マグネシウ
ム、 結晶セルロースなど。

炭化ケイ素、 ダイヤモン
ド、鋼玉石ガーネット、窒
化ホウ酸など。

リチウムリン酸鉄、 コルバ
ト酸リチウム、 マンガン酸
リチウム、 改質黒鉛分な
ど。

医薬品の粒径および径分布は薬の溶解、吸収、効能および安
全性に影響する場合があります。Bettersizer 2600 は医薬品開
発の工程の間、粒径を密接にモニタリングすることができま
す。

Bettersizer 2600 の研磨粒径および径分布の測定は、ユーザー
様が具体的に金属、木材またはプラスチックの用途の製作お
よび仕上げにおける最適径級を決定することにより、プロフ
ェッショナルな結果を実現するのに役立ちます。

Bettersizer 2600 は エネルギーの貯留安定性および安全性を
含む、バッテリーの性能に大きな影響を与えるリチウムイオ
ンバッテリー素材の粒径分布をモニタリングします。

リチウムバッテリー素材の粒径分布を厳しく管理することは
必要不可欠です。

用途および業界

業界 サンプル 重要性

3D プリント資材

セラミック

セラミック

ポリ乳酸 (PLA)、ABS 樹脂、
合金、金属間化合物、セラ
ミック、有機資材など。

ポリ乳酸 (PLA)、ABS 樹脂、
合金、金属間化合物、セラ
ミック、有機資材など。

酸化アルミニウム、酸化ジ
ルコニウム、酸化鉄など。

3D プリンティング原材料の粒径分布は最終印刷製品の表面の
滑らかさの度合いを決定します。Bettersizer 2600 を使用する
ことにより粒径分布を最適化できるため、最終印刷製品の品質、
表面の粗さおよび流動特性を制御します。

3D プリンティング原材料の粒径分布は最終印刷製品の表面の
滑らかさの度合いを決定します。Bettersizer 2600 を使用する
ことにより粒径分布を最適化できるため、最終印刷製品の品質、
表面の粗さおよび流動特性を制御します。

Bettersizer 2600 による粒径分析は、より小さい粒子の比率を
持つセラミックパウダーはより大きな表面積を持つため、メー
カー様が焼結時間を削減できるため焼結時間における事前に決
められた最適な密度に達するために要求される最適な時間と温
度を決定するのに役立ちます。

業界 サンプル 重要性

採掘および鉱物

食品および飲料

炭化カルシウム、カオリン、
滑石、石英粉末、石墨、重
晶石、珪灰石、ハイドロマ
グネサイト、珪藻土、雲母、
ケイ酸ジルコニウムなど。

砂糖、ミルク、チョコレー
ト、コーヒーマヨネーズ、
小麦粉など。

鉱物は建設、水力破砕および研磨を含む多くの業界で使用され
ます。そして鉱物の性能は Bettersizer 2600 より測定および特
性を示される粒径および径分布に強く依存します。

製造工程および食品の最終的な味に影響する粒径は Bettersizer 
2600 によりモニタリングできます。極度に小さい粒子は過剰な
粘度および乏しい流れ特性の原因となり、粗い粒子は食品生産
の間で なめらかさと味に影響を与える場合があります。
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Bettersizer 2600 の強み
Bettersizer 2600 はレーザー回折・散乱法の原理のもとに機能し、ISO 13320 の基準を満たす強力で
多目的の粒子径分布測定装置です。

当社の三つの特許取得済み技術はユーザー様が 0.02 μ m から 2600 μ m までの材料を試験すること
ができる幅広い測定範囲により、ほとんど全ての業界および用途の新しいフロンティアを開きます。
そしてそのモジュール設計により、湿式および乾式測定の両方が単一の装置およびソフトウェアで
行うことができ、データ保全性を保証します。

光学システムの特長

高分解能

Bettersizer 2600 はその高分解能
測定機能により、1 回の測定でさ
まざまなサンプルの粒子径を区別
できます。

高感度

あるサンプルを別のサンプルに
徐々に追加すると、Bettersizer 
2600 は粒子径分布曲線の変化を
表示し、その優れた感度を確認
します。

高解像度と高感度による安定した光学システム

超微粒子のための高いシグナル・ノイズ比

幅広い測定範囲：0.02㎛ ～ 2600㎛、最小ナノから最大ミリメートルの範囲

単一レーザーシステム（635 ｍｍ）- スペクトラム内で異なる波長の混合はありません

特許取得技術

Ⅰ - フーリエおよび逆フーリエの組み合わせ設計

特長

球体ディテクターアレイ：合計 92 個の前方、側方および後方検出；
超大型フーリエレンズ；
小さなフットプリント : 空間節約のためのコンパクトな設計。

幅広い測定範囲：0.02 μ m ～ 2600 μ m

粘土 0.1 μ m

リン酸鉄リチウム 4 μ m

掘削液 9.6 μ m

シルト 62.5 μ m

粗い研磨材 439 μ m

粗い砂 1000 μ m

粉ミルク 110 μ m

ペンキ / 顔料 20 μ m

セラミックパウダー 5 μm
バクテリア 1 μ m

ウイルス 0.02 μ m

非常に細かい砂利 2600 μ
m

後方ディタクター

サンプルサンプルセル

前
方

検
デ

ィ
テ

ク
タ

ー

レーザー

フーリエレンズ

球体側面ディテクター

Bettersizer 2600 は、フーリエ設計と逆フーリエ設計の組み合わせ
に優れています。 このスマートな設計により、0.016°から 
165°までの非常に広い角度範囲で迷光を検出できます。 
 一方、逆フーリエ設計とは対照的に、粒子は 1 つ 
の平面上にある必要はありません。したがって、 
小さい粒子と大きい粒子を同時に正確 
に測定できます。

Bettersizer 2600により測定される粒子径分布

粒径 (μ m)
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ウイルス 
0.02 μ m

粘土 0.1 μ m

バクテリア 
1 μ m

セラミックパウダー 
5 μ m

Paint / pigment 
20 μ m

Milk powder 
110 μ m

体
積

頻
度

（
%

）

0.02 μ m
0.1 μ m
1 μ m
5 μ m
20 μ m
110 μm

Bettersizer 2600により測定される粒径分布

粒径 (μ m)
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セラミックパウダー  5 μ m

Pigment 20 μ m

体
積

頻
度

（
%

）

5 μ m
5 μ m+0.10 ml 20 μ m
5 μ m+0.12 ml 20 μ m
5 μ m+0.14 ml 20 μ m
5 μ m+0.16 ml 20 μ m
5 μ m+0.18 ml 20 μ m
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Ⅱ - 傾斜サンプルセル 

傾斜サンプルセルの優位性

全反射とは何ですか？

全反射はどのように緩和しますか？

全反射の影響を大幅に減らします；

散乱光の受信角度が大きいため、測定範囲が広くなります。 

分散媒の臨界角よりも大きい入射角度でインターフェースがぶつかる際に起こる光の反射。

サンプルセルを傾けることにより、散乱光の受信角度が大きくなり、全反射の影響を低減しています。

Ⅲ - 屈折率測定

屈折率
( 文献値 )

屈折率
( 測定値 )材料

CaCO3

BaSO4

ZnO

カーボンブラック

Al パウダー

SiO2 – 石英

(1.53-1.65)-0.1i

1.65-0.1i

2.008-0.1i

1.88-0.55i

1.4-3.9i

1.54-0.00i

1.62-0.1i

1.68-0.1i

2.02-0.1i

2.02-0.1i

1.42-3.0i

1.54-0.01i

ミー散乱理論ではレーザー回折・散乱による
測定は以下を含むサンプルについては困難で
す：

屈折率測定は最良のソリューションのひとつ
です。Bettersizer 2600 は次のことが可能で
す :

完全に不明な複数屈折率を持つサンプル；

不均一な化学成分を持つサンプル；

バルク物質と比較して大幅に異なる粒子光学特性をもつ
サンプル；

明らかに強力な光分散を持つサンプル（小さいアッベ
数）。

不明な屈折率を持つサンプルの屈折率を判断します ;

不明な特性を持つサンプルを測定します；

特定の光周波数で材料の明らかになっているデータを
検証します； 

リアルタイムで粒子径分布を計算するための重要なパ
ラメータを提供します。 

「Bettersizer 2600 は操作が簡単でお客様の薬品生産工程における品質管理を大きく補助する正確な測定
結果を提供します。」

                                                                                                   四川抗生物質工業大学

私のサンプルの屈折率がわか
りません。

問題ありません。一度クリックす
るだけで、Bettersizer 2600 は こ
のパラメータを提供できます。

反射光 エマージングライト

検体セル 傾いた検体セル
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モジュール選択の決定方法
湿式分散システムはどのように機能しますか？

乾式分散システムはどのように機能しますか？

迅速な測定
界面活性物質が不要、低コスト
環境に優しい
簡単に分散し、壊れにくいサンプルに適して
います
測定の過程を通して誤差がより少ない

乾式測定に比べ安定性のある測定結果
繰り返し可能性テストの利用
非常に細かい粒子や壊れやすいサンプルに
適しています

乾式測定の優位性

湿式測定の優位性

 

湿式測定乾式測定

BT-802

600 mLサンプル量 分散媒量

全自動自動化 自動化

水に分散したサンプル用途 用途

BT-804

8 mL 

半自動

少量のみの高価なサンプル

BT-80N

80 mL

半自動

有機溶剤に分散したサンプル

BT-902

0.2 ～ 10 g ( サンプル )

全自動

粉末

BT-903

0.02 ～ 1 g ( サンプル )

全自動

少量の粉末

モデル モデル

BETTERSIZER 2600 のモジュラー設計

Vacuum cleaner

Air compressor

Air filter

Dry dispersion module

Laser device

Backward detectors

Spherical lateral detectors

Forward 

detectors

Data transform 
and transfer

Lens

Laser device

Backward detectors

Spherical lateral detectors

Forward 
detectors

Data transform 
and transfer

Auto drainage system

Ultrasound

Auto water 
supply pump

Lens

Sample cell

Control system

Wet dispersing

Organic solvents

Dry measurement

Is your sample soluble in liquid? 

Is it soluble in water? 

No Yes

YesNo

BT-802Wet small volume BT-80N BT-902BT-903

Is it wettable in water?

Select surfactant

YesNo

Wet measurement

Choose appropriate air pressure

Dry dispersing

サンプルは液体に溶解しますか？

水に溶解しますか？

水に濡れますか？

界面活性物質を選択 湿式分散

湿式測定

BT-804

適切な気圧を選んでください

球体側面ディテクター

球体側面ディテクター

自動排水システム

自動給水ポン
プ

超音波

制御システムレーザー

レンズ

レンズ

レーザー

バキューム
クリーナー

空気圧縮機

エアフィルター

後方ディテクター

乾式分散モジュール

サンプルセル

後方ディテクター

前方
ディテク

ター

前方
ディテク

ター

データ変換およ
び転送

データ変換お
よび転送

乾式分散

乾式測定

有機溶剤
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BT-804 分散モジュールは媒体が溶剤又は水である
場合の高価または少量のサンプル測定向けに設計
されています。本モジュールは ABS シェル、撹拌
モーター、キュベット（8 ｍｌ）攪拌機などで構
成されています。

BT-802 は水を媒体とし粒径測定のために設計され
ています。

BT-802 PT 802 は ABS シェルで作られています。
その構成部分には遠心ポンプ、ぜん動ポンプ、超
音波分散、ピンチ弁、制御回路などが含まれます。

攪拌速度は 50 ～ 2500 RPM まで調節可能です。

ビルトイン超音波システム (50 W) によりサンプ
ルの安定的な分散を保証します。

サンプルを含め最大（8ml0.005 ～ 0.1 ｇ）

水に分散するサンプルに適していますまたは有
機相

リサーキュレータ
600 mL の最大量

液体抽出口

BT-802 自動湿式分散モジュール

BT-804 分散モジュール

電源表示灯

液体注入口

湿式分散モジュール

カバープ
レート

カバープレ
ート

検体セル

攪拌機

BT-80N はステンレスシェルで構成されています。
その構成部分には遠心ポンプ、超音波分散機、
PTFE パイプライン、 焼結石英サンプルセル、制
御回路などが含まれます。

BT-80N は媒体として有機溶剤を使用する粒径測
定向けに設計されています。BT 80 N は 以下のよ
うな一般的な有機溶剤に適しています、以下が例
です：

リサーキュレー 
80 mL の量

コントロールパネル

BT-80N 反腐食湿式分散モジュール

循環水流出口

循環注水口 

排水口

電源スイッチ
メタノール イソプロパ

ノール エーテルエタノー
ル

トルエン

エチル
アセテート

キシレン

アセトン

エタン オクタン

メチル
オレイン酸

NMP
溶媒

BT-902 は電磁振動フィーダー、ベンチ
ュリー管、ガス回路、電子回路、圧力セ
ンサーなどで構成されています。

BT-902 は環境粉末粒径測定に適してい
ます。使用される気体は圧縮空気、窒素
またはその他の腐食しない気体を使用で
きます。

貯蔵漏斗（高さ
0.7 ～ 2.9 mm 検体
量 0.2 ～ 10 ｇ）

電源スイッチ
検体トレー

電磁フィーダー
（レベル 1 ～ 7
までの速度を調

節可能）

電源ソケット
吸気口

乾式分散モジュール

BT-902 自動乾式分散モジュール

BT-903 はベンチュリ管、ガス回路、電
気回路サンプルチューブなどで構成され
ています。

BT-903 は最小サンプル量 20 ｍｇ の高
価で少量の乾燥粉末の粒径測定向けに設
計されています。

BT-903 乾式少量分散モジュール

吸気口

吸入口

検体管（検体量 0.02 ～ 1 ｇ）

蓋

電源スイッチ電源ソケット

凝集粒子

分散エネルギー より強い
分散エネルギー

分散粒子

分散エネルギー処理

壊れた粒子

分散エネルギーである圧縮空気の圧力選択は乾式測定において非常に重要です。
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BETTERSIZER 2600 の自動機能

標準運転手順 (SOP)
SOP は独立し結果をさらに客観的で信頼
性のあるものにする測定結果オペレータ
ーを保証する標準化され自動的なテスト
を行うための簡単なソリューションです。

出器セット

湿式および乾式分散モジュール - 測定手順

湿式測定において粒子は分散モジュール内の分散媒で分散されます。超音波分散による追加の分散は必
要に応じて利用できます。

乾式測定は分散媒を使用せずに使用できます。サンプルを供給する際、サンプルは振動フィーダーによ
り事前に分散されてチャネルに落ち、サンプルセルを通してベンチュリノズルにより運ばれます。

BT-80NBT-804 BT-802 BT-903BT-902

「BETTERSIZER 2600 は高度なオートメーションを持ち、迅速な測定結果を提供するため、当社の生産
コストを大幅に節約できるだけでなく生産ラインにおける品質保証も提供します。」             
              
                                                                                                                Jiangsu World Chemical Co., Ltd.

レーザーパワーの自動調整
その機能は機材の長期にわたる安定性と正
確性を保証し、レーザーの寿命を延ばしま
す。 

自動光軸調整
この機能は光学システムの良好な作業条件
を保証します。

湿式または乾式測定

分散モジュールを
選択

水または有機溶剤

サンプル抽出

分散

分散

サンプリング  
0.2-10 g (0.02-1 g)

テスト

テスト

完了

完了
正確で安定した

結果か？

正確で安定した
結果か？
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直感的で力強いソフトウェア 

The Bettersizer 2600 は差分アルゴリズム、高速補正逆アルゴリズム、多言語オペレーティングシステム、 
SOP 設定などの様々な力強いビルトイン機能を含む専門的なソフトウェアが内蔵されています。これらの機能
および強固なソフトウェアにより測定結果の正確性および繰り返し可能性がこれにより保証されています。

BETTERSIZER 2600 ソフトウェアの優位性

測定画面

SOP データベース設定

測定テンプレート設定

自動光軸調整

直感的な操作と整然としたユーザーインターフェイス

最適な測定条件を決定するためのリアルタイムモード

全自動測定ルーティン 

自動クリーニングルーティン

自動データバックアップおよび高度なカスタム化が可能なレポート

ワンクリックで湿式および乾式分散の間のフラウンホーファー および ミー評価モジュールス
イッチによる直接分散

高度なカスタム化できる粒径分析レポート

完全で詳細にわたるデータ : 頻度および累積分布曲線、単純化され完全な分布表など。

編集可能性 : ユーザーはレポートを簡単に編集し、フォント、レイアウト、形式などを変更するこ
とができます。

変換可能性 : ユーザー様は PDF、Excel、Text などの間で自由にレポートの形式を切り替えること
ができます。

BETTERSIZER 2600 レポートの優位性

「BETTERSIZER 2600 は迅速な測定および簡単な操作による薬品品質制御に関する優れた性能が
あります。」                                                                                                                              

SINOWAY Pharmaceutical
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仕様

Bettersizer 2600 は以下を保証する FDA 21 CFR Part 11 の認定に合格しています
各テストの結果は客観的で人工的に変更されておらず、テスト結果の確実性および信頼性を保証します。それ
に加え、欧州 CE、ISO 9001 および GMP 認定を取得しています。
本装置の優れており安定した性能は疑いのないほどに認められています。

資格

DA 21 CFR パート 11 CE 認定ISO 9001 GMP

品質は BETTERSIZER 2600 が事業を行う方法の中核であり、当社の世界中にいらっしゃるお客様およびパート
ナー様により絶えず検証されています。最新の技術および厳格な品質管理システムが当社の装置は平均 1000
日以上エラーを発生させずに運転できるようにします。 
 
過去数十年にわたり BETTERSIZER 2600 は全てのお客様に製品デモ、取付、製品トレーニング、ソフトウェア
アップグレード、スペア部品交換およびメンテナンスサービスを提供して来ました。当社はまた当社の世界中
の事業パートナー様および代理店様に対して定期的なワークショップおよび修理サービスも提供します。当社
の使命は最高級の粒子径測定および特性分析機材および包括的なソリューションを当社のお客様に提供をする
ことです。

認定済みサービス

測定パラメータ
粒子径分布 サスペンション、乳剤、乾燥粉末
一般
原理 レーザー回折技術
分析 ミー分散理論およびフラウンホーファー回折理論
通常の測定時間 10秒未満
測定性能

測定範囲 0.02 ～ 2600 μ m (湿式 ) *
0.1 ～ 2600 μ m (乾式 ) *

正確性 0.5% 以下 *
再現性 0.5%以下 *
サイズクラス数 100 (ユーザー調節可 )

供給モード 自動循環または微量キュベット（湿式）
気体運搬 (乾式 )

特別機能 SOP 設定、屈折率測定、サンプル率計算
主要装置

光学システム フーリエおよび逆フーリエおよび傾きサンプルセルを組み合わ
せた

レーザー ハイパワー光学ファイバーレーザー (10 mW / 635 nm)
ディテクター 92個（前方、側方および後方配置）
測定角度 0.016 ～ 165°
湿式分散モジュール

測定方法 ワンクリック操作（自動測定、クリーニング、保存プリントな
ど）

分散媒体 水または有機溶剤（サンプルによる）
循環速度 500 ～ 2500 r / min
超音波処理 乾式燃焼防止、50 W
乾式分散モジュール
分散媒体 空気 /窒素 / 腐食しないガス
気圧 0.1 ～ 0.8 MPa (空気圧縮機による )
ソフトウェア
適合 21 CFR Part 11, ISO 13320, USP <429>, CE
レポート カスタム化可能なレポート作成
システムパラメータ
寸法 (L x W x H) 70.5 x 31.8 x 29.5 cm
重量 23 kg
供給量 100 / 240 V, 50 / 60 Hz
コンピュータ構成 (推奨 )
コンピュータインターフェース 1つ以上の高速 USB 2.0 または USB 3.0 ポートが必要です
オペレーティングシステム Windows 7 (32 ビット および 64 ビット ) 以上

ハードウェア仕様 Intel Core i5 Processor, 4GB RAM, 250GB HD, ワイド画面モニ
ター

*サンプルおよびサンプル準備による
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Bettersize Instruments Ltd.

ウェブサイト： https://www.bettersizeinstruments.com

メール： info@bettersize.com

所在地： No. 9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, 

Dandong, Liaoning,  （中国）

郵便番号： 118009

電話：+86-415-6163800

ファクス：+86-415-6170645

本カタログ内の製品情報は技術的な変革および性能アップグレードにより通知なしに変更される場合があります。本カタ
ログは参照用のみです。将来的に一致しない部分がある場合は、実際の製品に合わせてください。Bettersize の機材はこ
ちらに含まれるエラーの責任を負わないこととします。 
  
Bettersize のロゴは Dandong Bettersize Instruments Ltd. に所有される商標です。

当 社 の Bettersizer 2600 ウ ェ ブ サ イ
トをご覧ください：

当社のオフィシャル Youtube チャン
ネルをご覧ください :


