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概要 
 

GEAI 社の Sievers*オンライン全
有機炭素（TOC）分析計 500RLe 型
は、半導体産業・製薬産業及び電
力産業向けに設計された、超純水
中の TOC を連続モニターする無試
薬分析計です。500RLe 型の特長
は、Sievers TOC 分析計全てに共
通する優れた分析精度に加え、ユ
ーザーの用途に応じて、多彩なカスタマイズが可
能な点にあります。 

500RLe 型は、科学技術に基づくリスク管理手法
を生産現場に導入するために設計されました。
Sievers の実績あるラボ TOC 分析技術と無試薬の
オンライン分析技術の一体化を達成した結果、ラ
ボ分析計と同等の高い分析能力がリアルタイムで
得られます。 

500RLe 型は、大きくて使い易いカラー・タッチ液
晶スクリーン、直観的なメニュー・インタフェース、
スクリーン上に表示される消耗品インジケータ、低
TOC 測定の信頼性を向上させるオートゼロ機能等、
数々のユーザーフレンドリーな機能を提供致しま
す。 
 
主な特長 
 
・科学技術に基づくシステムデザイン 

Sievers の特許であるガス透過膜式導電率測定
は、他の測定法で妨害されやすい共存イオンの影
響（偽陽性及び偽陰性 TOC 測定）を排除します。 
さらに、Sievers の技術は、超純水中に存在する尿
素やトリメチルアミン等の有機窒素化合物等の難
分解性物質や有機酸、有機塩基等の導電性有機
物質を確実に測定します。500RLe 型は、超純水シ
ステムの品質が十分に保証されているという確信
をユーザーに与えられるオンライン TOC 分析計で
す。 

 
・簡単操作 

500RLe 型は Sievers の伝統である卓越した分析
性能を継承しつつ、設置・操作・メンテナンスをより
簡単に素早く行うことができます。大きくて使い易
いカラー・タッチ液晶スクリーンから、分析計の設
定を行うことができ、また全ての機能にアクセスす
ることができます。別途コントローラーや配線を必
要としません。 

測定データ、トレンドグラフ及び分析計の状態を
表示することに加えて、消耗品の状態をリアルタイ
ムで表示させたり、メンテナンスのタイミングを定
期的にお知らせしたりします。 
 
・モジュール方式の設計 

500RLe 型は、多様なハードウェア及びソフトウェ
ア・オプションによって、分析計が必要とする機能
だけを備えるように設定の変更やアップグレードが
可能です。校正やシステム適合性試験実施時の
標準液測定のために、標準のシングルポート iOS*

（integrated Online Sampling System: 標準液添
加システム）を使用します。 
 
・ガス透過膜モジュール 

導電率測定方式の TOC 分析計では、発生した
二酸化炭素を試料水から分離して、他のイオンが
存在しない純水中に誘導し、そこで炭酸根イオン
が示す導電率変化を測定する必要があります。
Sievers 500RL はテフロンの薄膜により二酸化炭素
を試料水から分離する「ガス透過膜モジュール」と
称する二酸化炭素の分離測定メカニズムを搭載
することにより、他のイオンの影響を排除した正確
な TOC 測定を可能にしました。 
 
← 
図 1, ガス透過膜モジュール（イメージ図） 
 



アプリケーション 
 
・超純水システムのユースポイント管理 

500RLe 型は、半導体工場で用いる最終超純水
の TOC・TC 及び IC 管理に適します。Sievers の特許
であるガス透過膜式導電率測定技術により、
500RLe 型はあらゆる種類の有機化合物を正確に
測定にします。0.03ppb の検出限界とオートゼロ機
能により比類無き低レベル TOC 測定性能を誇る
500RLe 型は、製造工程の管理・保護に必要な確
かな分析能力を提供します。 

図 2, 各種有機物の添加回収率試験 
（評価物質；2-プロパノール, 尿素, 酢酸, クロロ

ホルム, トリメチルアミン, 水酸化テトラメチルアン
モニウム 濃度 各 5ppb C） 
 
・低溶存酸素水／水素添加水の管理 
 半導体産業における超純水では脱酸素処理が
行われたり、水素添加が行われたりするケースが
多くあります。このような場合、試薬を使用しないタ
イプの TOC 分析計では有機物を酸化分解するた
めの酸素が不足し、測定エラーを引き起こす要因
にもなります。何らかの原因により超純水システム

に汚染が発生した場合でも、サンプル水中の酸素
不足によりTOC 分析計が本来の役割を果たさない
可能性もあります。500RLe 型では独自のサンプル
配管デザインにより、低溶存酸素や水素添加の条
件下でも本来の分析性能を発揮することを可能と
しています。 
 
 
テクニカル・サポートおよびサービス 
 
GE Analytical Instruments、そしてセントラル科学
株式会社は、現地立ち上げ作業、バリデーション
作業、メンテナンス校正およびトレーニングサービ
スと共に最適の運転性能を保証する最新のテクニ
カル・サポートを提供しております。詳細は、
www.geinstruments.com 及び www.aqua-ckc.jp
へ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
← 
図 3 低溶存酸素条件下におけるTOC 測定 
Sievers ガス透過膜式導電率測定方式 TOC 分析
計と直接導電率測定方式 TOC 分析計の比較 
 



システム仕様 
・全有機炭素 

TOC 測定範囲  0.03 ～ 2,500ppb C 
TOC 正確性 1  ±0.1ppb もしくは測定値の±5%、のいずれか大きい方 
TOC 繰り返し精度 RSD 1%以下または 0.03ppb C、のいずれか大きい方 
pH 範囲  5.5 ～ 8.0 （正確性仕様に適合するため） 
最大サンプル導電率 25 µS/cm （中性域において） 
分析モード  オンライン、オンライン平均、オンライン時間指定 
分析時間  連続モード：6 分 

平均及び時間指定モード：0.5、1、4、8 または 24 時間 
オゾン耐性  50ppb O3 （連続） 
   200ppb O3 （1 日に 2 時間のみ） 
サンプル給水流量  50mL/min 以上 （iOS に対する） 
サンプル測定流量 測定モード：0.25mL/min 
   洗浄モード（初期洗浄）：0.5mL/min 
サンプル温度  1 ～ 95℃ 
サンプル圧力  7kg/cm2G（100psig）以下 
測定妨害  炭酸根以外の元素を含む有機物に測定妨害されない 
校正安定性  通常 12 ヵ月間安定 
ディスプレイ表示  有効数字 3 桁 

 
・分析計 

電源   AC 100～240V±10%、50W、50/60Hz 
使用環境  屋内使用のみ 
周囲温度  10 ～ 40℃ 
最大相対湿度  95%以下 非結露 
最大高度  2,300m 
入力信号  アイソレートバイナリ入力 1 点 
出力信号 アイソレート4-20mA ポートx3、シリアル（RS-232）ポートx1、ＵＳＢポートx1、

パラレルプリンターポートx1、アラーム出力 x4、イーサネットポート x1 
設置/過電圧  カテゴリII（カテゴリⅡ電源の瞬時変動に耐える） 
電気的安全性証明 UL/cUL、CE 
ディスプレイ  バックライトQuarter-VGA タッチスクリーンディスプレイ 
寸法   419(H) x 483(W) x 274(D) mm 
質量   16.9kg 
保護等級  IP 45 

 
・消耗品 

UV ランプ  6 ヶ月毎に交換 
ポンプチューブ（ﾍｯﾄﾞ付き） 12 ヶ月毎に交換 
DI 水カートリッジ  一般的に 24 ヶ月毎に交換（水質による） 
インラインフィルター 必要に応じて交換（水質による） 
DI 水補充  必要に応じて（他の消耗品を交換する際に確認する） 

 
（注記） 

* ゼネラル・エレクトリック社の商標 

 1 示されている分析性能は、操作者及び標準液のエラーを最小に管理された試験室環境下で達成可能です。 

 

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14 ショウエイビル 
TEL 03-3812-9186 FAX 03-3814-7538 
URL http://www.aqua-ckc.jp  e-mail central@aqua-ckc.co.jp 

－本製品についてのお問い合わせ－ 


