オンラインTOC 計 自動全有機体炭素測定装置

T1

HORIBA がお届けする
オンライン水質モニタ

IIoT/Industry 4.0 サポート

世界の水質を守る分析技術を担う、HORIBA のオ

リアルタイムデータを活用して、デジタル化したス

ンライン水質分析計ラインアップとして、精度と信

マートファクトリーに寄り添うモニタリングオペレー

頼性にこだわった全有機体炭素分析装置を製品化し

ションを取り入れています。ソフトウェアは直感的

ました。水質のリアルタイムモニタリングは、排水

なタッチパネル操作でダウンタイムを減らし、メン

管理の効率改善に貢献します。幅広い計測ニーズ

テナンス性を重視した状態把握機能を採用してい

やその厳しい環境に応えるために、拡張性の高い

ます。

ハードウェア、操作性の高いソフトウェアを搭載して
います。

TOC（Total Organic Carbon）&
TNb（Total Nitrogen Bound）分析

ユーザーフレンドリー・
直感的操作可能なソフトウェア

TOC 分析は、水中に含まれる有機物質を分解し、
有機体炭素を二酸化炭素にします。その濃度から
炭素を定量する手法で、水質汚染度の指標として

各種センサーによる装置の状態把握

用いられます。また、全結合窒素量も水質管理にお
け る 主 要 な パ ラメ ー タ で す。TOC は DIN EN
1484 に、TNb は DIN EN 12260 に準拠して
測定されます。T1の特長である 1,200℃燃焼酸
化方式により、両指標の効率よい測定を実現しまし

業界トレンドを考慮した通信・
インターフェース
装置状態把握により CBM（Condition
Based Maintenance）へアプローチ

た。触媒が不要で、測定試薬を最小限にすることで、
ランニングオペレーションコストを削減します。
省スペース・低消費電力
●

NDIR 技術を用いた迅速かつ高精度な CO2 検出

●

COD (化学的酸素要求量）試験では検出困難な
難分解性の有機化合物の検出を可能に

●

測定試薬の使用量が削減され、
分析コストを低減

運用・保守コストの削減

幅広い用途に対応
T1 は、1,200℃無触媒燃焼技術と新たなプラット

特長
1,200℃高温燃焼酸化方式

フォームデザインおよびソフトウェアにより、多様な
水質分析に対応できる柔軟性を備えています。
1mg/L レベルの純水から数万 mg/L レベルの排

●

触媒不要

●

高い酸化分解力で50,000 mg/Lまでの
高濃度サンプルにも対応

水にも対応できます。測定が困難であったり、メン

( 但し、測定環境やサンプルの種類等に依って異なります。)

テナンスを多く必要としていた海水や塩分を多く
（約

●

幅広いアプリケーションに対応

20％以下）含むサンプルに対しても測定許容範囲

●

高濃度・高塩分含有サンプルでも燃焼炉
の閉塞が起り難い

●

ランニングコスト・メンテナンス負荷低減

を広げています。

TOC, TNb,TC, COD

TOC direct method
(NPOC)

TOC differential method
(TOC diff.)

Addition method,
POC/VOC

T1は、TOC と TNb を迅速に正確に、そして信頼性
高く測定する要求に対して幅広く答えていきます。

アプリケーション
●
●
●
●
●
●
●
●

食品、乳製品、製紙、石油化学工業排水
プロセス水
純水
冷却水
ボイラー復水
上水
地表水
海水

高速処理を実現
（TC：1分、NPOC：3 分）
装置状態把握によりCBM（Condition
Based Maintenance）へアプローチ
流路切替時の前測定サンプル残差影響を
軽減（接液材質 PTFE＋自動洗浄機能）
多彩な通信プロトコルを有し
Industry4.0 に対応

仕様
装置名称
装置形式
寸法
一般仕様
質量
電源
消費電力

自動全有機体炭素測定装置
T1
600(W) mm×320 mm(D)×800 mm(H)
約 55kg
AC 100 V 〜 230 V±10V 50/60 Hz
約 600 VA
【標準】
全炭素（TC）
不揮発性有機物（NPOC）
【オプション】
全有機炭素差分（TOC diﬀerential）
揮発性有機化合物（POC/VOC）
全無機炭素（TIC）
全結合窒素（TNb）
化学的酸素要求量（COD）

測定項目

※測定点数に応じていずれかのパラメータを選択。
組合せ等詳細は弊社へお問い合わせください。

性能

測定レンジ

(Standard Low) ：0 〜 200 mg/L C
(Standard High) ：0 〜 2,000 mg/L C
(Low Range)
：0 〜 1 mg/L C or 0 〜 10 mg/L C
(High Range)
：0 〜 20,000 mg/L C
(Ultra High Range)：0 〜 50,000 mg/L C
(Wide Range)
：0 〜 200 mg/L C & 200 〜 20,000 mg/L C

試料水条件
測定条件
エアー
供給条件

設置条件
周囲環境

0.1 ppm
フルスケールの ±2% 以内
全炭素（TC）
：1 分、不揮発性有機物（NPOC）
：3 分
1,200℃ 燃焼酸化方式（無触媒）
1 点もしくは 2 点から選択
2 〜 45℃
相対湿度 85% 以下（結露しないこと）
IP54、IP65
壁掛け方式 ※オプション架台への設置可能。
・屋内設置型
・主電源の過渡過電圧：過電圧カテゴリⅡ(IEC60364-44) 汚染度 2
・振動、衝撃の少ない平坦なところ
・雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガスなどを含まないこと
・大気圧下
・直射日光の当たらないところ
・換気の良いところ

※オプションエアー BOX による CO2 フリーキャリアガス供給可能

点数
種類
アナログ出力 内容
*1

入出力仕様 接点出力
*2

※測定対象、目的に応じていずれかを選択。

検出下限
繰り返し性
測定周期
測定原理
測定点数
装置内温度
周囲湿度
保護等級
設置方法

温度
：2 〜 60℃
（凍結しないこと）
流量
：100mL/min 以上
供給圧力 ：100kPa 未満
粒子サイズ：2mm 以下、柔らかいもの
CO2 フリー（< 3ppm）のキャリアガス

接点入力

表示
メモリ機能
装置機能

試薬

出力
インピーダンス
点数
形態
種類
接点容量
接触抵抗
内容
点数
形態
種類
開放電圧
ON 抵抗
短絡電流

標準：6 点
DC 0 〜 20mA / DC 4 〜 20 mA (Live Zero 機能使用時 )
全炭素（TC）
、不揮発性有機物（NPOC）
、
全有機炭素差分（TOC diﬀerential）
、
揮発性有機化合物（POC/VOC）、全無機炭素（TIC）、
全結合窒素（TNb）、化学的酸素要求量（COD）
750Ω以下

4点
無電圧 c 接点出力
絶縁出力
AC 115V 0.5A、DC 30V 1A
約 75 mΩ
緊急停止異常、装置異常、測定上下限警報、装置状態
4点
無電圧接点入力
絶縁入力
DC 24V
約 6.4kΩ
約 3.75mA
測定スタート（L1）、測定スタート（L2）、装置状態確認スタート
内容
校正・装置状態チェック受付なし
タッチパネル付液晶（カラー）
画像保存（タッチパネルのスクリーンショット）
測定値履歴、校正履歴、システム履歴、エラー履歴
※USB による外部メモリ取り出し可能

サンプリング
システム *3
通信機能 *1
通信プロトコル *1
不揮発性有機物
(NPOC) 用
全有機炭素差分
(TOC diﬀerential)用
校正液 (NPOC)
校正液 (TNb)

スマートサンプリングシステム
Bluetooth、Wireless LAN、GSM、5G
OPC UA、Ethernet、Proﬁnet、Modbus
塩酸（1 〜 3%）
リン酸（1 〜 3%）
フタル酸水素カリウム
硫酸アンモニウム、硝酸カリウム

*1 仕様、名称に変更がある場合があります。
*2 オプションである【通信 BOX】を選択時のみの仕様となります。
*3 オプションである【スマートサンプリングシステム】を選択時のみの仕様となります。

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。●希望販売価格は参考価格です。詳しくは代理店、販売店にお尋ねください。
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