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• 15分以内の測定結果。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Measurement  results within 15 minutes 
• オンライン監視法とのギャップを解消します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Closes a gap in online monitoring
• 監視の必要な所でオンライン操作を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Online operation on site where monitoring is required 
• 人間の介入なしで少なくとも2週間操作できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operates at least two weeks without intervention
• 迅速に安全の警報を発します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物の培養なしで検出できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Detection of non-culturable organisms possible
• 生存細胞と損傷細胞(死滅)を自動検出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Automatic detection of alive and damaged (dead) cells
• 誤動作又は外部影響の早期検出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器Early detection of malfunctions, defects or external influences
• 最大の保証:24時間、7日/1週間、365日/年。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*Maximum security; 24 hours, 7 days a week 
• 工程中と産業環境用に設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Designed for the use in process and industrial environment
• 2つのサンプル注入口と個々の測定のための単一サンプル注入口。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るTwo sample ports, one single-port for individual measurements
•    OBA SmartDetectアルゴリズム演算法による高精度検出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら後Precise detection through OBA SmartDetect™ algorithm

飲料水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Drinking Water
• 飲料水製造/供給者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Water suppliers
• 実験室の品質管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Quality control laboratories
• 研究者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Research
• 食品/飲料水産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Food and beverage industry
• 病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hospitals

産業用水:超純水と高純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Process Water: Ultrapure and High Purity Water
• 製薬と化学産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pharmaceutical  and chemical industry
• 食品産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Food industry
• 化粧品産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cosmetic industry
• 電気めっき産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electroplating
• 半導体産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Semiconductor industry

破壊行為による飲料水への微生物の混入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biological Contamination of Drinking Water by Sabotage
• 空港、水道タンクなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Airports, water tanks of passenger aircrafts
• 行政府の建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government buildings
• 会議場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convention centres
• 展示会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fairgrounds
• 大きなイベント場、国際会議場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もよMajor events, state meetings
• 潜在的に危険な場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なPotentially endangered objects

サンプル量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Measuring volume
測定速度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Measurement speed
細胞と粒子の大きさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cell and particle size
測定間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Measuring interval

評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Evaluation

ポンプ数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Number of pumps
ポンプのタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pump type
シリンジ容量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じSyringe volume
混合比、染色/サンプル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mixing ratio stain/sample
培養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Incubation
培養時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Incubation time
培養槽の撹拌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撹半撹斑Mixer, incubator
染料(着色)                                                                                                                                                    　Dye (stain)
染料(着色)温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dye (stain) temperature
サンプル注入口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample port

光源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light source
光検出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Optical detection

検出器タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Detector type
データ収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data acquisition
最大イベントレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maximum event rate
信号処理演算法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Signal processing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Algorithm

50...200 µl
通常　1μl/s 又は最速 2μl/s                                                                                                           egular mode 1 µl/s or fast mode 2 µl/s
最大　5μm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aximum of 5 µm
15 分～360分、培養時間とデータプロット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　min to 360 min, depending on
のプロセスパラメータの定義による　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルincubation time and process parameters
データプロットの範囲の定義に基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　through definition of areas (gates) in the 
ずきます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　data plots
4
高精度シリンジ ポンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　High precision syringe pumps
250, 500, 1’000 と5,000μl                                                                                                          und 5’000 µl
1:1.....1:20                                                                                                                        **from 1:1…1:20
20…45°C +/-0.5, 分解能　0.1℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　resolution 0.1°C
分.120s 最大.1'200s 分解能 1s                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ                                                                                   　min. 120 s, max. 1‘200 s, resolution 1 s
チップ技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chip technology
装置内の2つの容器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　two containers inside the device
+10....+25℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from +10…+25°C
2 サンプル注入口、単一のサンプル注入口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sample port, 1 single-port for individual 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　measurements
レーザ、488nm, 光力 30mW                                                                                                                 M　<NLaser, 488 nm, light power  30 mW
蛍光色(FL1..FL3)と側方散乱光チャンネル                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              ffluorescent colors (FL1 ... FL3) and a 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　side scatter light channel
光電子増倍管(PMT)                                                                                                                     Photomultiplier (PMT)
4 カナル、24バイト、2MS/s bzw.4MS/s                                                                                             m倍と成るKanal, 24 Bit, 2 MS/s bzw. 4 MS/s
30’000 /秒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　per second
OBA Smart Detect™

アラームタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alarm types
アラームの定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alarm definitions

アラームの転送　　　　                                 ail 経由　　　       ail　経由で                                  M                                                                                           M 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Forwarding of alarms
制御コンピュータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Control computer

操作システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operating system
操作機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operating of device
遠隔操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Remote access
イーサーネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ethernet
制御システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Control system
PLC (SPS)インターフェイス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 インターフェイス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Interface

超純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粋Ultrapure water
シース液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sheath fluid
洗浄液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleaning solution
染料(着色)                                                                              Dye (stain)

操作外気温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ambient temperature
湿度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Humidity
電源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Power
大きさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dimensions
キャビネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピCabinet
重さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Weight

警報アラーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Warning, alarm
ゲート内又はゲートの組合わせの所定の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　when a predefined threshold is exceeded 
許容範囲を超えた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　within a gate or within a combination of 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gates and over several measurements
でvia Modbus/TCP, PLC  (SPS), e-m　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ail
統合ATXコンピュータ、Intel Core i7                                       Naintegrated ATX computer, Intel Core™ i7 
プロセッサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　processor
Linux
外部キーボード、マウス、及びモニター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by external keyboard, mouse and monitor
イーサーネット経由で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　via Ethernet
標準RJ45                                                           rstandard RJ45
Modbus/TCP
アナログ出力、2X4..20mA 又は0...5VDC                                  aaAManalog outputs, 2 x 4...20 mA or 0...5 VDC 
デジタル入力/出力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　digital in- and outputs
5リットル缶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canisters of 5 litres
5リットル缶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canisters of 5 litres
2.5リットル缶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canisters of 2.5 litres
100mlの2つのカートリッジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mtwo cartridges of 100 ml

5…35°C
10 - 90% Rh, 凝縮しないこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　not condensing
100...240 VAC, 50/60 Hz, 250 VA
460(W),590(H),495(D)mm                                      <wwidth 460, height 590, depth 495 mm
鋼板ハウジング、紛体塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねsteel sheet housing, powder coated
75 kg

我々は通告なくいつでも仕様を変更する権利を有します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We reserve the right to change specifications at any time, without notice.
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