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に捕集され、現場で 1 兆分の 1（ppt） 
レベルまで分析されます。フロントパネルの
スクリーンにはステータスをリアルタイムで
表示、またユーザーがシステムへアクセス 
し、データの確認やシステムの動作制御も
可能です。現場でのシステム統合は、無線
通信、イーサネット通信、デジタル入力 /
出力、あるいはModbusプロトコルを利用
して管理します。

最小限のメンテナンスと低い消耗品コスト
CMS5000ではサンプルの前処理・準備が 
必要なく、限られたメンテナンスにより 
時間の浪費を抑制します。

必要な最小限のメンテナンス：
•  水収集容器に蓄積した付着物の洗浄

少ない消耗品：
•  アルゴンキャリアガス（1.6Mシリンダー
で6～12カ月。用途によって異なります。）

•  トルエン透過管（寿命：8年）

オンボード校正
長期間に亘る装置の安定性を保証するため
の確認基準として、オンボードのトルエン 
透過管が使用されています。オンボード校正 
により通常の検出器感度の変動や、システム 
のガス流量の変化を補正します。またオン
ボード校正による反応は、予防メンテナンス 
が必要とされる早期警報のインジケータと
しても利用可能です。

生活にはきれいな水が欠かせません。 

環境中に持ち込まれる化学物質が増えると
水質に有害な結果を招き、それに伴い健康 

への影響も増大します。最高水準の安全と
安心を提供するためには、水質の問題に
対する迅速な対応が不可欠です。

CMS5000は揮発性有機化合物（VOC）の 

信頼できるデータを自律的かつ継続的に 

提供し、汚染物質が許容値を上回った場合
には自動的にユーザーへ警告を発します。

継続的な無人オンラインモニタリング
CMS5000は長期に亘る信頼性の高い運用 
が可能なように設計された、パージ＆ 
トラップ式ガスクロマトグラフ（GC）システ
ムです。装置にはデフォルトのメソッドがあら
かじめロードされていますが、特定の条件に 
合わせて独自のメソッドを作成することも 
可能です。

CMS5000は初期の設置とセットアップ 
作業後は、実質的にオペレータの関与を 
必要としません。水中の VOCや有毒工業
化学物質（TIC）は、継続的なモニタリング 
のために内部の Tri-Bedコンセントレータ上 

究極の水保護

製品の特徴
n  自律的な運転により労力とコストを節減
n  外部機関への定期的な依頼分析を削減
n  最小限の所有コスト
n  サンプルの前処理・準備が不要、限られたメンテナンスによ
り時間の浪費を抑制

n  サンプルの収集および搬送作業を排除し、サンプルの現状態
を維持

n  容易なシステム統合性、少ない設置面積
n  米国 EPA準拠の飲料水および排水メソッドにおける多様な 
化合物を分析

n  極低レベル（ppt）の VOCも検出可能
n  特定のニーズに合わせてメソッドをカスタマイズ可能



システム統合
CMS5000はModbusプロトコル、デジタル入力 /出力、イーサネッ
ト通信、あるいは無線通信を使用することで、集約化されたシステ
ムに容易に統合可能です。
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飲料水中でモニターされる 19種類の 0.5 ppb VOC ― 温度プロファイル：60.0℃（1min
保持）から 90.0℃まで 4.0℃ /min、135.0℃まで 6.0℃ /min、200.0℃まで 20.0℃ /min
（200.0℃で 45sec保持）
カラム：DB-624、30 m、0.32 mm ID、1.8 μm df

1  塩化メチレン
2  トランス -1, 2-ジクロロエテン
3  シス -1, 2-ジクロロエテン
4 クロロホルム
5  1, 2-ジクロロエタン
6  ベンゼン
7  1, 2-ジクロロプロパン
8  トリクロロエテン
9  トルエン

10  テトラクロロエテン
11  クロロベンゼン
12  エチルベンゼン
13  m-キシレン、p-キシレン
14  スチレン
15  o-キシレン
16 イソプロピルベンゼン
17  1, 4-ジクロロベンゼン
18  1, 2-ジクロロベンゼン

用途
n  飲料水中の VOCモニタリング
n  排水のモニタリング
n  浄化水の管理
n  各種処理水の管理
n  水源の管理

CMS IQソフトウェア
n  クロマトグラムを解析、レポートを

Microsoft ™ Excelにエクスポート
n メソッドおよびメソッドシーケンスの作成
n  モニタリングデータ用トレンドレポートの
作成

パージ＆トラップ技術
水中の VOC分析に適した米国 EPA推奨
のサンプリング手法

マイクロアルゴン・イオン化検出器
（MAID）
11.7 eV以下のイオン化ポテンシャルを
持つ VOCを 1兆分の 1(ppt)レベルまで
検出可能

2 ppb BTEX ― 温度プロファイル：60.0℃（5min保持）から 100.0℃
まで 25.0℃ /min、120.0℃まで 7.0℃ /min（120.0℃で 5min保持）
カラム：DB-1、30 m、0.32 mm ID、4.0 μm df

m-およびp-キシレン

ベンゼン

トルエン

エチルベンゼン o-キシレン



排水 /殺菌副生成物モニタリング用 
カスタムメソッド

殺菌副生成物 10 ppb  
トリハロメタン（THM）
―温度プロファイル： 
55.0℃（5min保持）から
120.0℃まで 6.0℃ /min

カラム：DB-1、30 m、 
0.32 mm ID、4.0 μm df

米国 EPA 624.1 
排水メソッド、 
36種類 10 ppb化合物 
―温度プロファイル：50.0℃
（15min保持）から 200.0℃
まで 6.0℃ /min（200.0℃で
2min保持）
カラム：DB-1、30 m、 
0.32 mm ID、4.0 μm df

1  塩化メチレン
2  トランス -1, 2-ジクロロエテン
3  1, 1-ジクロロエタン
4  シス -1, 2-ジクロロエテン
5  クロロホルム
6  1, 2-ジクロロエタン
7  1, 1, 1-トリクロロエタン
8  1, 1-ジクロロプロペン
9 ベンゼン
10 1, 2-ジクロロプロパン
11  トリクロロエテン
12  シス -1, 3-ジクロロプロペン

13  トランス -1, 3-ジクロロプロペン
14  1, 1, 2-トリクロロエタン
15 トルエン
16  ジブロモクロロメタン
17  1, 2-ジブロモエタン
18 テトラクロロエテン
19 クロロベンゼン
20  エチルベンゼン
21,22  m-キシレン、p-キシレン
23 スチレン
24  o-キシレン
25  イソプロピルベンゼン

26  2-クロロトルエン
27  1, 3, 5-トリメチルベンゼン
28  1, 2, 4-トリメチルベンゼン
29  1, 3-ジクロロベンゼン
30  sec-ブチルベンゼン
31   p-イソプロピルトルエン
32  1, 2-ジクロロベンゼン
33   n-ブチルベンゼン
34  1, 2, 4-トリクロロベンゼン
35  1, 2, 3-トリクロロベンゼン
36  ヘキサクロロブタジエン

クロロホルム

ブロモジクロロメタン

ジブロモクロロメタン

ブロモホルム
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仕様
ガスクロマトグラフ
GCカラム DB-1、0.32 mm ID、30 m、4.0 μm df、または同等
バルブ 本体：ステンレス、ダイアフラム：テフロン
加熱ゾーン最高温度 独立した 3個所の加熱ゾーン

・カラム：200℃
・バルブ：60℃
・検出器オーブン：110℃

カラムモジュール温調範囲 55～ 200℃
キャリアガス アルゴン 99.999%、414～ 689 kPa（60～ 100 psi）
可変カラム圧力制御 レギュレータプリセット値：90 psi

サンプル導入方式 連続水質モニタリング SituProbe（ダイナミックパージ＆トラップ）
コンセントレータ Tri-Bed濃縮管
マイクロアルゴン・イオン化検出器（MAID）
感度 水中の 0.5 ppbベンゼンで s/n > 200:1

水中の 0.5 ppb MTBEで s/n > 15:1

イオンソース Ni-63 2.4 mCi

再現性 1 ppbベンゼンの 5回試行：RSD < 5%

動作温度 110℃（最高）
ダイナミックレンジ 3ディケード
検出限界 殆どの分析成分に対し ppb～ pptレベル
通信
コンピュータ /データ Intel® Pentium®プロセッサ内蔵
システムインテグレーション TCP/IPベース

局所診断用 USB
I/Oリレー接点
TCP/IP Modbus

FTP 自動データアップロードにコンフィグレーション可能
ストレージ 160 GBハードドライブ
システムステータス システム動作変更用ステータステーブル
結果データ テキストファイル形式：メソッドパラメータ、システムステータスを含む 

対象化合物の保持時間、定量値、時間 /日付
無線接続 802.11 B/G

タッチスクリーン 6.5インチ VGAカラーディスプレイ・タッチスクリーン
寸法・重量・動作環境
寸法 43×83×26 cm

重量 25 kg

電源 100～ 240 V（AC）、200ワット（最大）
周囲温度 5～ 45℃
相対湿度 5～ 95%

分析およびプロトコル
内部校正器 確認基準校正用トルエン透過管
検出可能成分 揮発性有機化合物（例：ハロゲン化炭化水素、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素）、

IE ≤ 11.7eV

プロトコル 水パージまたはカスタムメソッドによる初期セットアップ
データ分析 既知の化合物について自動ピーク検出と面積統合




