
OCMA-505-H/555-H
油分濃度計



スイッチひとつで自動実行。

低沸点油分が測定可能

■ノルマルヘキサン法とは？
油分を測定する際に使われてきた試験法。ガソリ

ンやトルエンなどの低沸点成分の油が揮散される

ため、それらが含まれる場合は誤差を生じること

があります。評価の場合はそれらに留意する必要

があります。

ノルマルヘキサン法では油分抽出溶媒を蒸発させる必要があ
るため、低沸点油分（トルエン、ガソリンなど）が揮発してしま
います。OCMA-500シリーズは蒸発工程が不要なため低沸点
油分の揮発を防ぐことができます。

1分

1-2分

1分
未満

3分
試料・油分抽出溶媒を
OCMAに入れる※2

スタートボタンで測定開始

測定値を読み取る

OCMAの機能
■カラーグラフィック液晶
3.5インチのカラーグラフィック液晶を採用し、メニューや測
定結果がより見やすくなりました。

■USBデータ出力ポート
USBメモリへのデータ保存により、パソコンでのデータ管理が
容易にできます。

■多言語機能
日本語、英語、ロシア語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス
語に対応。画面メニューから選択可能です。

■単位換算機能
測定条件を入力し、目的に合わせて表示単位 mg/L、mg/kg、
mg/g、mg/PC、Abs（OCMA-555-H）を変更できます。

コンパクトな油分濃度計OCMA-5０0-Hシリーズ。
従来製品の使いやすさはそのままに、操作性を大きく向上しました。

ボタンをひとつ押すだけのワンタッチ操作で、どなたでも簡単にご使用いだだけます。
排水監視や部品の品質管理など、幅広いアプリケーションにご活用いただけます。

※1 最短時間。サンプルの性状などにより測定時間が変わります。
※2 OCMA-505-Hの場合。OCMA-555-Hの場合は抽出済みの試料をセルに入れセッティングする。

■ASTM規格に準拠
ASTM D7066-4は油分濃度測定についての米国で策定され
た規格です。従来の校正方法に加えて、ASTM D7066-4に準
拠した5点校正を選択することが可能になりました。
※ASTM International
（旧称：American Society for Testing and Materials 米国試験材料協会）

OCMA-500シリーズでは測定サンプルの油分を
油分抽出溶媒（H-519）に抽出し、赤外線分析計
でその油分量を測定しています。

H-519を加える よく撹拌する 油分をH-519へ抽出する 

OCMAにおける抽出方法

※正しい測定のため、共洗いを行ってください。

約3分の簡単・スピード測定※１

スタートボタンを押すだけで簡単に短時間で測定することが
可能です。ノルマルヘキサン法と比較し、大幅な測定時間の
削減が可能です。　※暖機・校正・共洗いなどの時間を除く

油分を含む試料水
（16mL） 
油分抽出溶媒
（8mL）

試料水 

油分が溶解した
油分抽出溶媒  

出力データ（参考）

※FAT/FAT32フォーマットされているUSB対応。なお、HORIBA推奨USBをご用意しています。

例：OCMA-505-Hの場合

※OCMA-505-H/555-Hでは、タンパク質、界面活性剤、親水性有機溶媒などを含むサンプルは測定できない可能性があります。これらのサンプルをお考えの場合は、購入前にお問い合わせください。



試料水、
油分抽出溶媒注入

測定開始 抽出・測定 排液 測定完了

さまざまな用途で活用されています。

最終放流水の監視に。 船舶からの排水監視に。 周辺の水質監視に。 環境基準に基づいた環境水質調査。
石油精製場などの最終放流監視に。
事故発生時の油分拡散調査に。

部

1

工場排水 バラスト水・ビルジ その他自動車整備工場・ガソリンスタンド

OCMA-505-H
油分濃度計

排液・環境水などに含まれる油分濃度を測定するOCMA-5０5-H。
試料水・油分抽出溶媒を注入後、スタートボタンを押すだけで、油分の抽出・測定・排液まで自動で実行。
排出弁の開閉など面倒な操作がなく、測定のスピードアップが図れます。
さらに、本機種ではカラーグラフィック液晶や抽出槽のバックライトを採用するなど操作性を向上しました。

■抽出槽バックライト
抽出槽にLEDを搭載することで、試料と油分
抽出溶媒の分離状態を確認しやすくなり、
抽出時間の設定が容易になります。

■環境負荷・ランニングコストの低減
揮発性がほとんどない油分抽出溶媒を開発
したことにより、蒸発ロスの低減を実現。
環境負荷の低減に加え、ランニングコストも
削減できます。

■測定モード
自動または手動での測定切替が可能です。

　　　 サンプル注入後、撹拌・測定・排液まで自動
　　　 で行います。

　　　  抽出状態を確認しながら任意のタイミング
　　　 で測定操作ができます。

自動
モード

手動
モード

撹拌

液送

排液

［手動モードの例］▶

抽出前 抽出後

Feature

2 3 4 5

※サンプルにより色は異なります。

排水中の油分測定に



部品の品質管理に。 冷却機能低下の防止に。 土壌（環境汚染）、食品（健康被害）、
気体（品質低下）などに役立ちます。

脱脂能力評価に。

油分抽出溶媒に
試料を漬け、油分を抽出

セルを装置へセットセルへ測定溶媒を
注入

測定開始 測定完了

部品の残留油分 エアコンや冷蔵庫の配管 半導体分野 その他

OCMA-555-H
油分濃度計
部品の残留油分測定に

部品の残留油分や土壌など、固体に付着する油分濃度を測定するOCMA-555-H。
付属のセルに抽出済みの試料水を注入し、装置にセットするだけで簡単に測定が可能です。
本機種では、扉の開閉からセルのセッティングまで片手でできるシンプル設計にこだわりました。 
部品の残留油分評価から食品に含まれる油分計測など、抽出済みの試料の測定に最適です。

■片手で簡単にセル脱着が可能
扉の開閉からセルの脱着まで、片手のみで操作できるシンプル設計。測定作業がよりスムーズになりました。

■タイマー機能
測定時間を設定するタイマー機能を搭載。時間を計測する手間を省けます。

▶ ▶ ▶

1 2 3 4 5

Feature



OCMA-505-H
油分濃度計

■外形寸法図（単位：mm） 

■標準付属品 
フィルタエレメント

スポイト

コードセット

トリデカン

取扱説明書

吸収シート

水フィルタ用、直径40mm、5枚入り

ポリエチレン製、2.5mL

電源ケーブル（国内用）

25mL

OCMA-505-H 和文取説：1冊

抽出槽からの液受け皿、1枚入り

■オプション
マイクロシリンジ※

計量シリンジ※

計量シリンジ※

パッキン

吸収シート

溶媒再生器 SR-505-H

油分抽出溶媒 H-519

25μL

20mL、油分抽出溶媒用

20mL、サンプル用

水フィルタ用

抽出槽からの液受け皿、3枚入り

油分抽出溶媒H-519専用

1.5kg

H-519安全性データシート  

名 称

主 成 分

外 装

物性データ

反 応 性

関 連 法 規

そ の 他 の
注 意 事 項

※計量のため25μL・20mLシリンジ（試料・油分抽出溶媒用）をご用意
　ください。もしくは上記オプションより別途ご購入ください。

※計量のため25μL・20mLシリンジ（試料・油分抽出溶媒用）をご用意
　ください。もしくは上記オプションより別途ご購入ください。
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OIL CONTENT ANALYZER
OCMA-505-H

DRAIN

OCMA-555-H
油分濃度計

OCMA-505-H

OCMA-555-H

■油分抽出専用溶媒 
　H-519

■標準付属品 
スポイト

コードセット

トリデカン

取扱説明書

測定セル

セルキャップ

ポリエチレン製、2.5mL

電源ケーブル（国内用）

25mL

OCMA-555-H 和文取説：1冊

石英（20mm）：1個

セル用キャップ：1個

■オプション
25μL

10mL、セル注入用

油分抽出溶媒H-519専用

1.5kg

■溶媒再生器
　SR-505-H

595（H）×200（W）×202（D）mm

２53 ２93

19
5 52°

14
6

49

PUSH

OIL CONTENT ANALYZER
OCMA-555-H

DATA MEAS

SET

ESC

ENT

CAL

※

計量シリンジ※

溶媒再生器 SR-505-H

油分抽出溶媒 H-519

H-519

クロロトリフルオロエチレンの3量体

容器材質：ガラス、容量：0.83L、内容物重量：1.5kg、
梱包形態：箱詰め

比重：1.8g/cm3、沸点：135℃、融点：データ無し
外観：無色透明の液体、臭気：特異臭

安定性：常温では安定、水との反応：無し、酸･塩基との反応：無し

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律：該当しない
毒物及び劇物取締法：該当しない、労働安全衛生法：該当しない
※モントリオール議定書で規制されている物質ではありません。

油分濃度の測定以外に使用しないこと。
循環再生する際は専用の溶媒再生器をご使用ください。

NEW



■仕様

OCMA-505-H OCMA-555-H

表示分解能

測定レンジ

測定対象

繰り返し性

溶媒抽出-非分散赤外吸収分析法

試料水から油分抽出溶媒に抽出された
波長3.4～3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質

0～200mg/L

0～99.9mg/L：0.1mg/L
100～200mg/L：1mg/L

0～9.9mg/L：± 0.3mg/L
10.0～99.9mg/L：±2.1mg/L
100～200mg/L：±5mg/L

3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD

ゼロ、スパン校正：液注入後、自動または手動校正

2：1（試料：油分抽出溶媒）

H-519　※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください。

8mL（10mLでも測定可能）

分析部に付属の抽出機能による

0～40℃（結露なきこと）

AC100V～240V ±10%  50/60Hz

AC100V時：約60VA、AC240V時：約90VA

342（H）×200（W）×313（D）mm

約7kg

USBメモリへ出力

 液注入後、自動測定（自動切換シーケンス）および手動測定

̶

̶

300件のデータメモリ機能（測定履歴）　
自己判別機能
測定安定値表示機能
時計機能
攪拌槽バックライト付
単位換算機能
ASTM D7066-4準拠
濃度補正機能

溶媒抽出-非分散赤外吸収分析法

試料水から油分抽出溶媒に抽出された
波長3.4～3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質

0～200mg/L 

0～99.9mg/L：0.1mg/L
100～200mg/L：1mg/L

0～9.9mg/L：± 0.5mg/L
10.0～99.9mg/L：± 2.1mg/L
100～200mg/L：± 5mg/L

3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD

ゼロ校正、スパン校正をそれぞれ任意に選択

̶

H-519　※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください。

6.5mL（1測定あたりの所要量）

油分抽出溶媒を使用し装置外で手動により抽出

0～40℃（結露なきこと）

AC100V～240V ±10%  50/60Hz

AC100V～240V：約60VA

195（H）×253（W）×293（D）mm

約5kg

USBメモリへ出力

̶

20mm

石英

300件のデータメモリ機能（測定履歴）　
自己判別機能
測定安定値表示機能
時計機能
単位換算機能
ASTM D7066-4準拠
濃度補正機能

測定方式

表示方式

校正方法  

試料水採取量

抽出溶媒

抽出溶媒所要量

抽出方法

周囲温度

電源

消費電力

外形寸法

質量

外部出力

測定フロー

セル長

セル材質

その他
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HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生OHSAS18001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。 
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