
新世代のクロマトデータ処理装置 

最大８システムまでの分析が可能 

パソコンを選ばないクイック＆イージー接続 

より便利でコンパクトな統合分析環境を実現 

ＵＳＢ Ａ／Ｄコンバーターで簡単接続！ 



 

Windows 7・ Vista・XP・ 2000 対応  

ＵＳＢでパソコンに簡単接続 

新世代のクロマトデータシステム 

CDS plus ver5.0 
私たちの新しい合い言葉は「統合」です。私たちの新しい合い言葉は「統合」です。私たちの新しい合い言葉は「統合」です。   

理想的なクロマトデータ処理の実現ということのみで理想的なクロマトデータ処理の実現ということのみで理想的なクロマトデータ処理の実現ということのみで

は決定的に不十分です。通常の実験室においてクロマは決定的に不十分です。通常の実験室においてクロマは決定的に不十分です。通常の実験室においてクロマ

トグラフィーで濃度計算をすることは最終トグラフィーで濃度計算をすることは最終トグラフィーで濃度計算をすることは最終

的な目的ではなく、そのデータを使用し、的な目的ではなく、そのデータを使用し、的な目的ではなく、そのデータを使用し、

さまざまな分析器からのデータを組み合わさまざまな分析器からのデータを組み合わさまざまな分析器からのデータを組み合わ

せて日報を作ったり、グラフを作成したせて日報を作ったり、グラフを作成したせて日報を作ったり、グラフを作成した

り、データベースに登録をおこないまり、データベースに登録をおこないまり、データベースに登録をおこないま

す。す。す。CDSCDSCDS---plusplusplusはこれらの作業が自然にはこれらの作業が自然にはこれらの作業が自然に

行えるような「統合環境」を提供する行えるような「統合環境」を提供する行えるような「統合環境」を提供する

ことを目標として設計された新世代のことを目標として設計された新世代のことを目標として設計された新世代の

データ処理システムです｡データ処理システムです｡データ処理システムです｡   

 

 

◆ ２ＣＨ 同期・非同期並行処理（最大８装置接続可） 

◆ 高い分解能と高精度、小型ＵＳＢ ＡＤコンバーター 

◆ 視覚的でシンプル操作の測定解析ソフトウエア 

◆ 便利なヘルプ機能で初めての方をサポート 

◆ 強力なレポート作成機能 

◆ エクセルへあらゆるデータの転送が可能 

◆ スタート信号での自動連続データ取得に対応 

◆ ネットワークやＤＢ機能でデータを共有管理 

◆ 低価格でも必要十分な機能と拡張性 

◆ 必要に応じたオプション機能を追加可能 

主な特長 動作環境・パソコンについて 

対応OS： Windows7, Vista,  XP,  2000  32bit版、

64bit版共に動作可能。（注1）  使用するPCのCPU・

RAM・HDDは各OSシステム要件に準ずる。   

 （参考）Windows7 32bit版のシステム要件は、1 GHz 以上の 

     プロセッサ、メモリ1 GB HDD：16 GB 以上 

パソコンとはUSBケーブルで接続します、パソコンに

１つ以上の空きUSBポートが必要です。（注2） 

デスクトップ、ノート型を問わず、手軽に組み込むこと

が可能です。ソフトウエアは、測定用パソコンと解析

用パソコンの両方へのインストール可能です。（注3） 

注1）タイマーリレーオプション使用の場合は、64bit版では動作不可。 

   （外付けリレー機器ドライバが64bit版未対応のため。） 

注2）ＵＳＢハブに接続してお使いになる場合は、電源付属のセルフパ

ワータイプのハブを使用して下さい。 バスパワータイプでは電源供

給が不安定になり、ＣＤＳが正常に動作しません。 

注3）CDS-plusは測定用1台、解析用4台合計5台、CDS-Liteは測定用1

台、解析用1台合計2台のパソコンにインストール可能です。 

低コストで最新のクロマト統合分析環境を実現！ 

「様々なクロマト装置を接続できる汎用データ処理機がほしい!」  

 CDS-plusはこのような要望を元に開発された新世代のクロマトデータ処理 

システムです。  

 もし古いアナログインテグレーターの買替えをご検討なら、ぜひCDS-plusを試

してみてください。CDS-plusはパソコンをつかったクロマトインテグレータで

す。アナログレコーダーの記録をデジタル化し、測定データをペーパレス

化することで、毎日の測定・解析作業をわずかな予算で劇的に快適な環境

へ改善します。 

 測定データは、パソコンのハードディスクに保存されるため、必要な

データのみいつでも読み込んで解析できます。またレポートはお手持ちの

プリンターで印刷でき、専用の記録紙もいりません。分析したデータはあ

らゆる形でエクセルへ書き出しできるため、独自レポートや日報の作成な

どに自由に2次利用が可能です。CDS-plusは便利で快適な統合環境を実現

します。ぜひ導入をご検討下さい！ 

お悩みは全てＣＤＳで解決します！ 

システムを新しく

したいけど、新規

購入ではコストが

かかりすぎる…。 

 データ解析

は自分の机

でゆっくり

やりたい

な。 

エクセルにデー

タ転送し、自由

にレポートを作

成したいな。 

研究室内で

分析データ

を共有した

いなあ。 

 



ＣＤＳ ｐｌｕｓは 1 台で 2ch のデータ取り込みに対応しています。その大きな特徴としては、 

2 ｃｈの同期測定、非同期測定の両方が可能なことです。 

たとえば、UV と RI 2 台の検出器を接続し 2ch 同時に取り込んだり、それぞれ別々のクロ

マト装置、たとえば HPLC と GC を両方つなげて、別プロセスで測定できます。２種類の分析で

システムを 2 台買う必要がないため、設置スペースやコストを削減します。 

 もちろん今は 2ch は必要ないという方でも、将来クロマト機器の増設をしたときに買い足さ

なくてもよいと考えれば十分お得です。非同期測定ができないシステムでは、チャンネル数分

の AD コンバーターの増設や複数システムの購入が必要です。選定の際には十分確認してく

ださい。 

また１台のパソコンに 大 4 台までの USB クロマトインターフェースユニットを接続し、 大８つのクロマト

装置を使っての非同期測定が可能です。1 測定では 大 4 チャンネルまでの同期測定が可能です。お手持ちの

分析環境にあわせてシステムを増設し、多彩な測定を行うことができます。 

複数測定では、CDS を複数立ち上て、測定ごとにモニターウインドウの色を任意に変えることができます。モ

ニターを２台つなげれば、それぞれの測定を別画面で見ることも可能。 大８つの CDS を起動し、それぞれの

検出器から別々にクロマトデータを取り込みながら、波形を再解析したり、レポート作成したり、分析で必要な一連の作

業を１つのアプリケーションで処理することができるため、作業効率が飛躍的に向上します。 

１台のPCで最大８システムの測定・1測定では最大4チャンネルまでの測定が可能 

 

ＣＤＳは非常に柔軟でパワフルな分析環境を構築します。いくつものクロマト測定や分析処理を同時に快

適に行います。１台で２chのクロマトデータ取り込みに対応。複数のチャンネルから一度にデータを取得

したり、それぞれのチャンネルから2種類の分析を別プロセスで処理をすることが可能です。 
Data Acquisition 

測 定 

 ＵＳＢクロマトインターフェイスユニットＡ

ＤＣ 44 は、当社独自開発の 24 ビットチッ

プを使用したＣＤＳ専用のＡＤコンバーター

です。クロマト分析に特化して設計されてお

り、高分解能と高精度備え、しかも驚くほど

低ノイズです。 

 2 チャンネルのＡＤコンバーター、スター

トスイッチ､ＬＥＤのインターフェースを供え

た外付ユニットで、大きさはわずか 115mm

×120mm×30mm、限

られた実験室のスペースを有効に活用できます。 

 ＵＳＢ接続では電源はパソコンより供給されるため、

わずらわしい電源ケーブルや AC アダプタも不要です。ク

ロマト機器のインテグレータ出力端子（0 ～ 1V）には、専

用の信号ケーブルを接続し、データを取込みます。十分な

ダイナミックレンジを確保していますので、1mV、10mV、

100mv のレコーダ端子などにも接続できます。サンプリング間隔は 100 分の 1

秒に 1 度という高速性を持っており､0.1 秒の狭いピーク幅にも対応、スキャ

ナーからキャピラリー、液クロ、ガスクロ、GPC、分取等の幅広い分野での使用が

可能です。 

  測定データはＣＤＳ独自のＤＦＭフォーマット形式でパソコンのハードディ

スクに保存されます。ご自分のパソコンやネットワーク内で簡単に管理できま

すので、解析ソフトで必要なデータのみいつでも呼び出したり、印刷ができま

す。もちろんペンレコーダー等の専用レコーダーや記録紙もいりません。 

また、エクセルがあれば、分析データをエクセルへボタン一つで書き出すこ

とができます。複数のデータをまとめて CSV 形式に書き出し、レポートや日報

を作るなどデータを 2 次利用することも思いのままです。 

自社開発 高い信頼性を誇るＵＳＢ コンパクトＡＤＣ クロマト機器との接続ケーブル 

接続する検出器などのクロマト機器に「インテグレータ

用 0 ～ 1V 出力、またはレコーダー出力端子」があるか機

器のマニュアル等でご確認ください。外部出力の端子が

あれば、ほとんどのメーカーの装置

に CDS をつなぎ、即座にデータ取

りを開始できます。 

 信号ケーブルとスタートケーブ

ル（各 2m）が２本ずつ付属してい

ます。接続端子は標準で写真のよ

うな Y 端子型で、信号ケーブル

は,+、-、GND の三又になっていま

す。ご希望により差し込むタイプの

棒端子型もございます。またケーブル形

状が合わない場合、今お使いのケーブル

を接続できるよう途中で切って、端子台

等で接続するか、専用のコネクタを用意

し改造するなどすれば接続できます。弊

社でご用意できるコネクタであればご

希望により有償で標準ケーブルを改造

いたしますので、ご相談下さい。 

 スタートケーブルは start, com の 

二又になっており、オートサンプラーや

インジェクターなどのスタート端子に任

意で接続できます。スタート信号を取り

込めば、サンプリングを自動的に開始で

き、データ名はオートナンバーリングされるので、夜間など

の連続測定も可能です。 

ケーブル改造例 

ADCユニットには24bitのチップを使用し、 も基本となる電子回路部分は特に

こだわりを持って開発していますので、より高価なクロマト処理システムに勝る

性能を確保しています。また当社の創意工夫により驚くほどの低ノイズを実現。

旧製品のボードタイプもノイズが少ないと多くのユーザーより高い評判を得てお

りましたが、USB接続では図のよ

うに、さらにノイズの大幅カット

を実現しています。USBではパソ

コンに外付けすることにより、パ

ソコン内ノイズの影響を受けにく

い利点もあります。 ADC42（PCI）         ADC44（USB） 

● 4μVからー4μVまでのノイズデータを比較 

驚くほど低ノイズ！ 高い精度と性能 

小型ＵＳＢユニットは今までの固定された分析環境の常

識を覆します。クロマトの測定は、研究室と離れた現場で行

われることもあり、システムを出張先へ携帯したいという要

望が多くみられます。 携帯にも考慮し、小型で強固な素材

のケースを採用。少々の振動に

も安定して動作します。ノートパ

ソコンを組み合わせれば、持ち

運びに適したコンパクトなシス

テムを簡単に構築することがで

きます。 

携帯可能な分析環境も構築可能 



CDS plus は非常に高度な報告書作成機能を持っています｡ 

報告書に必要な項目をマウス操作により、用紙の上に切り貼りするように、縦横

自由なレイアウトで作成できます。いくつもの波形を重ね合わせたり､別々に配置し

たり､思うがままにレポートを作成できます。 

また、壁紙を作成し、オリジナルのレポート形式を使用する

ことができます。波形ごとに色を変えることができるので、カ

ラープリンターを使用すれば、非常に見やすくきれいなレポー

トを印刷することができます。 

多機能で高価なクロマト処理装置は他にもあります。しかし研究

室や実験室で日々取り組むデータ処理作業には必要な機能はそれ

ほど多くありません。正確さ、実用性、そしてスピードが求められてい

ます。 

CDS を使用するメリットは、その機能のシンプルさです。初めて使

用した人のアンケートではほとんどの人から「操作が簡単だった」と

いう回答がよせられています。ＣＤＳソフトウエアは特にその直感的

な操作性にこだわり、スムーズな測定分析作業が行えるように設計

されています。はじめての方でも親しみやすく、すぐに分析を開始す

ることができます。また、解らないところで F1 キーを押せば、すぐに

ヘルプが起動し、操作をサポートします。 

CDS を起動すると、画面にはモニターウインドウがすぐに現れ、現

在検出器から出力されている波形がリアルタイムで表示されます。

クロマト装置に電源をいれたり、溶媒を調整したりした後のベースラ

インの状態を瞬時に表示します。測定スタートはこの画面からスピー

ディに行うことができます。 

またモニタ、波形解析、検量線作成、レポート作成などの各ビューをツールバーのアイコンで一発切り替え。いつでも必要な処理に瞬時に

アクセスでき、いくつものウインドウを開く必要がなく混乱がありません。日常よく使うメニューや、各画面に応じた機能は右クリックメ

ニューに組み込み、目的の処理へのクイックアクセスを実現。もちろん各画面では測定データが連動していますので、あらかじめ計算条件を

設定することによって、測定と同時に計算が自動的に行われ、レポートが作成されます。 

シンプルで必要十分な機能を搭載、直感的・視覚的操作性ではじめての方でも安心 

ＣＤＳを使用するメリットは、その機能のシンプルさ。それでいて高価なクロマト処理装置にも劣らない機能

を備えています。毎日の測定分析作業をできるだけ円滑に効率的に行えるように、ユーザーインターフェイス

は工夫されています。視覚的で直感的な操作性は、はじめての方でも親しみやすく、すぐに分析を開始するこ

とができます。 

ソフトウエア 
Software 

クロマト波形処理は指定した波形解析条件によって自動的に

ピークを認識。マイナスピークやショルターピーク、ベースライン

ロック、ベースライン補正等の特殊なピーク処理も可能です。さら

に、各ピークをマウスを使って手動で対話的に修正できます。ピー

クの追加、削除、ベースラインの変更など波形の上を直接マウス

で編集するので変更結果が自分の意図したとおりかどうか即座

に確認できます。 

処理可能ピーク数は、500 ピーク。面積・高さだけでなく様々

な自動計算値項目も充実しています。また、任意に計算式を追

加して、分析に必要なデータを計算することが可能です。 

面倒な検量線作成作業も、あらかじめ測定したスタンダード

を選択し、検量線の種類、計算方法、同定方法などの必要事項

を入力するだけで自動計算。 大 32 ポイントの検量線を作成

可能です。 

充実したクロマト解析、対話的なマニュアル波形処理、さまざまな検量線作成が可能 

強力なレポート機能 



便利なヘルプ機能も充実 

CDS には、始めての人にも優しいヘルプ機能を装備。状況依存

型 HTML ヘルプにより、解らないと

ころで F1 キーを押せば、即座に説

明文がでます。検索機能により、調

べたいキーワードで検索でき、印

刷されたマニュアルよりも早く説

明が見つかります｡ 

CDS ではあらゆるデータをＣＳＶ形式へ書き出すことができます。 

「簡単エクセルボタン」を使えば驚くほど簡単に EXCEL へデータを転

送します。波形、計算値、検体情報、電圧値の生データをエクセルで編集

できますので、さまざまな表やグラフ、日報、レポート等を作成できます。 

 また、「複数

データ処理機

能」を使い、計算

結果はいくつで

もまとめて CSV

形式（テキスト形式）に書き出すことができ

ます。表示されている波形データ、計算値、検体情報メモはクリップボー

ドへそのままコピーでき、ワードやパワーポイントなどに手軽に貼り付け

られます。 

簡単！ エクセル転送機能 標本クロマト機能 

モニター表示画面に標準的なクロマト波形を重ねて表示するこ

とができる機能です。 

同一種類のサンプルを繰り返し測定する様な利用法で、異常な

サンプルを早く一目で識別する

ことが出来ます。また、標準デー

タを参考に分取のタイミングな

どを判断できます。 学習用途

等にもお使いいただける便利な

機能です。 

ＣＤＳ-ｐｌｕｓの充実した標準機能   
ＣＤＳＰｌｕｓには、その他にも充実した機能が備わっています。これらの※印

の標準機能はＬｉｔｅ版（機能限定版）でオプションとして追加可能です。  

濃度リスト・トレンドグラフ機能は、検量線を使って濃度計算した

一連のデータを表形式で表示し、各成分ごとのトレンドグラフを表示

できる機能です。特定の成分に着目し

て、その濃度の変化を時

系列に見ることができ

るので、極端なデータ値

の異常等を監視するこ

とができます。濃度リス

トはエクセルへ書き出

しが可能です。 

 インジェクションテーブルは連続測定時のための情報入力テーブル

です。たとえば、検体数の多い測定では、サンプル名や希釈倍率などを

少しだけ変えて測定を行うことがよくあります。1検体ごとに1行のテー

ブル形式で、測定の際にサンプル情報を 連続してまとめて入力できる

ようになっています。サンプル

情報を測定ごとに開き入力す

るという手間が省け、効率よく

測定を進めることができます。

テーブルの内容はエクセルで

も編集可能です。  
 ※ 連続測定でデータ名は自動的作成されナンバリングされます。インジェクションテーブルは、

それ以外のサンプル情報項目を任意でデータに付帯する機能です。そのため、このオプションがない

Lite版でも連続測定はもちろん可能です。 

インジェクションテーブル機能 ※ 

様々な測定場所や測定条件で蓄積された膨大なデータを有効に活

用するため、データベース機能が大いに力を発揮します。 

データベース機能では「いつ、だれが、何を、どこで、どんな目的で測

定したか」や「波形解析の計算結果」などの測定情報を集中的に管理

することができます。測定記録をデータベースへ格納することによっ

て、いつでも好きなときに、必要なデータを瞬時に検索し、目的のデー

タへアクセスすることが可能となります。 分散したデータを一元管

理できるので、作業効率も大

幅にアップします。 

複数の場所や担当者によっ

て測定され、蓄積される大量

なデータはネットワークにより

簡単に共有できるようになり

ます。 

※ データベースには Microsoft Access 形

式（mdb ファイル）が使用されております

が、    通常の CDS のデータベース機能を使用するためには Microsoft Access は必要ありません。 

データーベース機能 ※ 測定、解析、データ管理

などの業務を分業し、効率

的に測定作業を行いたい

という要望が高まってい

ます。CDS ではネットワー

クを利用したサーバー/ク

ライアント機能によって、

測定場所に足を運ばなく

ても、別の場所からサー

バーの測定の様子や結果

をリモートでリアルタイム

に監視することができま

す。出入りの難しい危険地域などでの測定にも使用できる便利な機

能です。 図は３台のパソコンを使用した例です。 

A:サーバー（測定）用 B:データ格納用 C:クライアント（モニター）

用の３台のパソコンはネットワークに接続されています。このような

構成では A の測定の様子を C のパソコンのモニター画面から見る

ことができます。          ※あらかじめネットワークが構成されている必要があります。 

 

ネットワーク機能 ※ 

 濃度の集計リストとトレンドグラフ機能 ※ 



状況に応じて様々なオプション機能が添付可能です。こちらのオプションはCDSPlus、Liteともにつけ

られます。 またCDSLiteにないCDSPlusの機能はすべてオプションでつけることができます。新たな

機能や特殊な機能を追加したいなどのご相談も承ります。 

オプション 
Option 

タイマーリレー機能 

CDS にリレーユニットを増

設すると、 大 16 接点のタイ

マーコントロールが可能で

す。タイマー設定で、測定ス

タートやストップ、リレー接点

のオン／オフを自動的に制御

できます。また、測定開始でタ

イマースタートが可能です。 

 クロマト機器の仕様はそれぞれメーカーに

よって異なり、その仕様は一般には公開されて

ないため、詳細な設定を変更したり、制御をす

ることができません。しかしリレー信号を受け

取ることのできるクロマト機器であれば、その

スイッチを開閉することにより、例えばバルブ

の開閉などの簡単な機器の制御が可能です。 
 ※ リレーユニットはUSB（外付）タイプとなります。 

   この機能は64bit版OSでは使用できません。 

ピークスライス機能 分取補助音機能 

 ＧＰＣ処理機能  ＧＰＣ検量線で平均分子量を計算 

GPC（gel permeation chromatography）とは、液体クロマトグラフィーの

一種で分子量分布および平均分子量などを求める分析方法で、主に高分

子試料の分析に使用されます。 

CDS ではスタンダードデータの登録、ＧＰＣ検量線（軟正曲線）の作

成、平均分子量の計算、結果印刷などが一つのウインドウ内で効率よく

できるように設計されています。 

GPC 処理では、分子量を計算するためにいくつかのスタンダードを分

析し検量線（較正曲線）を求めます。CDS-plus では 大 20 点までの

データポイントをプロットし、１次(直線)から５次までの時間と分子量の

対数の関係を決定する検量線を作成できます。 

検量線は、溶出曲線を重ねて表示したり、印刷したりすることができます。また、検量

線の任意の位置をマウスでポイントし、分子量を表示できます。未知試料を分析に

よって得られたクロマトグラムを、較正曲線を使って計算することにより図のような分

子量分布曲線が得られます。このグラフは平均分子量や分子量の分布を示していま

す。分子量分布曲線や計算結果は自由に印刷できます。 

検量線（較正曲線）の作成例 

分子量分布曲線作成例 

ピークの任意の点（時間）でピークをス

ライスして、重なりあってしまったクロマト

グラムを区切って各部分を計算すること

ができます。  

 各部分の面積（濃度）を計算して表示し

ます。またエクセルへも結果を書き出せま

す。 

分子量の範囲によってスライスして濃度

の推移を解析することな

どが可能です。 

  

この機能は、ピークの傾きによって一定の

間隔で擬似的に音を再生させるオプション

です。  

音の間隔を変化を耳で聞き分けることに

よって、分取のタイミングを補助することが

できます。  

 ピークを描くときのペンレコーダーの動き

のように疑似音をだすことにより、耳で聞き

ながらチャートを見て分取のタイミングをは

かることができます。 

波形電圧等を書き出せる分析機器でカ

ンマ区切りのＣＳＶ形式やテキスト形式に

書き出されたデータを CDS に読込めるイ

ンポート機能です。 

 標準では、専用の ADC から読み込むと

いった方式となっておりますが、測定機器

からどのような形でデータが出てくるかわ

かれば、CDS に取り込むことが可能です。 

CSV 形式であればたいていファイルを

読み込むことができますが、データの形

式は機器によって様々ですので、測定機器

メーカーや型番の情報、実際に書き出さ

れたデータをあらかじめご提出いただき、

ご相談いただければトラブルなく読み込

みができます。 

テキストコンバーター機能 ※ 
ＣＳＶやＴＸＴファイルのデータを読込 

測定結果を測定後に自動的にアスキー

ファイル（CSV 形式、エクセル読込可）へ出

力する機能です。 

書き出し方式は 「1 つのファイルへ１行

づつ追記する」「１データごとに別々のファ

イルへ書出」「RS232C へ直接書出する」の

３つより選択できます。 

 出力される内容はファイル名、測定日時、

サンプル名、ＲＴ、濃度、面積、高さ です。

連続測定の結果

の書き出しや日

報の作成などの

集計にも便利で

す。 

自動ASCIIファイル出力機能 ※ 
結果を自動的にファイルに書出 

CDS のデータは独自のＤＦＭフォーマット形

式を採用しています。 

 他メーカーのクロマトデータ処理機とデータ

をやり取りできるように、AIA インポート、エク

スポート機能が備わっています。これにより

AIA フォーマット（ANDI）を使用している多機種

とのデータ互換が可能です。  

※変換される項目は、規格のカテゴリー1もしくは2が 

 基準で、主に波形データとなります。 

ＡＩＡフォーマット変換機能 ※ 
AIAフォーマットのインポート・エクスポート可能 

 ※ 「AIA フォーマット」とは、米国の旧分析機器工業会

（Analytical Instrument Association、通称 AIA）が定めた、クロ

マトグラフィーデータの標準フォーマットで、 さまざまなクロマ

ト機器で採用されています。ANDI (Analytical Data 

Interchange Format)形式、netCDF 形式とも呼ばれ、拡張子は

cdf です。 

※印のこれらのＣＤＳＰｌｕｓの標準機能はＬｉｔｅ版ではオプションとして追加できます。  



CDS Lite 版 は、CDS plus の機能を絞り、分析によく使われる基本機能のみを搭載した機能限定版

のシステムです。高価なクロマトシステムのユーザーでも、その大半の人がほんの限られた機能しか

使っていないことがあります。「単純な測定・分析ができればよい」「余分な機能は購入したくない。」

「多機能さではなく、価格重視！」といった要望にお答えします。 

機能限定されただけで、CDS plus と操作性は同様です。データは自動ナンバリングされますので、

自動スタートで連続測定することももちろん可能です。 解析ライセンスも 1 台分ついており、合計

2 台のパソコンへインストール可。他のパソコンへソフトウエアをインストールして解析に使用でき

ます。また、オプション機能や CDS plus の各種機能をすべて後から追加可能です。 

お客様の測定環境に必要なものだけをチョイスすることができ、初期導入コストを抑えることが

できます。     

ＣＤＳ Ｌｉｔｅ ｖｅｒ ５．０(機能限定版)  

ベーシックパックはご自身で分析用のパソコンを新しくご用意いただくか、いまお持ちのパソ

コンに組み込んでお使いになりたい方のパソコンなし

パッケージです。基本的にマニュアルを見ながら、機

器のセットアップ、ソフトウエアのインストール等をお

客様で行って頂くことになります。パソコンを宅急便で

こちらへお送りいただく持込セットアップ、あるいは訪

問セットアップなども有料で承ります。 

ＣＤＳ plusベーシックパック（パソコンなし） 

ベーシックパック 内容 

USBクロマトインターフェース 

ADC44ユニット（2ch） 

CDS plus  ver5.0 ソフト(CDROM) 

専用 信号ケーブル 2本 

USB ケーブル 2ｍ  1本 

ユーザーズマニュアル 1冊 

ご導入をご検討の際はお見積をご請求ください。分析機器の構成内

容やご予算等お気軽にご相談ください。 
構成内容・各種サービス 

Package and Service 

   ＣＤＳ ＣＰＵパック  セットパソコン +１0万円より 

弊社が選定した推薦のパソコンにＣＤＳベーシックパックを

組み込みシステムを構成。パソコンへの組み込み作業の手間が

ありませんので、梱包を開けて接続し、すぐに使用できます。 

分析作業に十分なスペックと安定性を備えており、相性保証

（動作テスト済）、無償修理、代替機のセンドバック保証付き

（セール品を除く）です。スペックの変更、プリンター付きなどご

希望の構成でのカスタマイズも承りますのでお気軽にご相談く

ださい。 

※  パ ソ コ ン の 仕 様 や 機 能 等 は 市 場 状 況 に よ っ て 変 動 い た し ま す 、 詳 細 は

そ の 都 度 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。   

デスクトップタイプ デスクトップタイプはＵＳＢコネクターが豊富にあり、

拡張性に優れていますので、複数チャンネル分析やリ
レーユニットなどを増設できます。 

お買い得なエコノミーパソコンから、また信頼性の高

い部品を厳選した堅牢なFA構成にも対応できます。 

ノートタイプ 
 

手狭な研究室での省スペースな分析環境の構築、現

場などに携帯することを考慮したシステムなどを構築
できます。堅牢で安定性に定評のあるビジネスパソコ

ンを採用しています。ご希望のメーカーがあれば、ご予

算に応じてお見積りいたします。 

プログラムのカスタマイズ・改造も承ります、お気軽にご相談ください 

特殊な測定やこんな機能があったら便利だ

な･･･といったご要望には、可能な範囲でご予算

に合わせ有料でプログラムの改造を承ります。

お気軽にご相談ください。 

 改造費用はご相談のうえお見積させていただ

きます。 費用の目安としては、簡単な改造で作

業員一人が１日の作業（１工数）で対応できる

場合は、40,000 円となります。 

◆いままでの改造・機能追加の一例 

RS232Cからの電圧取込・・・検出器が吐き出したテキストデータをRS232C経由でCDSに取り込み 

特定の物質の補正機能・・・放射線の核種等の半減期補正機能 

非サンプル時電圧記録機能・・・非サンプル時も電圧データを書き出す機能 

マーカー信号の表示機能・・・フラクションコレクタのマーカー信号を取り込んで表示する 

特殊なタイマープログラム、各種ＯＥＭ版 

特定のクロマト機器や測定機器の制御プログラム、システムコントロール等 

セットアップサービス 

\40,000 

１台のパソコンにUSBタイプはは 大で４台（8CH）、PCIタイプは 大２枚（4CH）

まで接続可能です。ご希望のチャンネル数分を別途御見積致します。 

出張据付サービス 
(交通費,宿泊料別) 

1日あたり \50,000  

CDSの旧バージョンを使用しているお客様でUSB版へのバージョンアップを希望さ

れる場合は、クロスアップデート特別価格でご提供いたします。従来バージョンの測

定データとは互換性があり、スムーズに移行できます。 

ＣＤＳクライアント版 

\20,000 

標準ケーブルの長さは２ｍで、クロマトインターフェースユニット１台につき２本付

属します。長さ延長をご希望の方は別途お見積もり致します。 また端子はY型端

子と棒型端子がございますが、各種コネクタへ有償で対応可能。ご相談下さい。  

ＣＤＳアカデミック版 
タイマーリレー機能を使用する場合は、USBタイプの増設が必要です。 

リレーオプション使用の場合は、64bit版のパソコンでは使用できません。 

お手持ちのパソコンを宅急便でお送りいただき、弊社にて、ボード設置やイ

ンストール作業をいたします。納期は約1～２週間以内です。 

弊社作業員が、貴社を訪問して セットアップ、設置、インストール作業をおこ

ないます。インストール後にソフトウエア使用法などの説明もいたします。 

測定するパソコンとは別のパソコンで解析作業をするためのライセンス。こ

のライセンスでは測定はできません。 

※ＣＤＳplusには標準で4つ、Liteには1つついています。 

 高校・大学・大学院等の教育機関向けには、教育機関特別割引（アカデミッ

ク価格）にてご提供しております。お問合わせください。 

クロマトインターフェ 

ース（ADC）のCH増設 

クロスアップデート 

バージョンアップ 

専用ケーブルの延長 

端子形状の指定 

リレーユニットの増設 

各種サービスとオプション 



ＣＤＳ ｖｅｒ５．０の仕様（2012/9現在） 

  

● 当製品へのご質問は最寄の販売業者もしくは下記製造発売元へお問い合わせください｡ 

販売業者 

〒270-0157 千葉県流山市平和台4-36-24  中島ビル１F 

TEL  04 (7159) 2949      FAX  04 (7158) 8122 
Email    webmaster@lasoft.co.jp 

◆ インターネットでも製品情報がご覧いただけます 

Homepage   http://www.lasoft.co.jp/ 

製造発売元 

有限会社   エル･エイソフト 

2012.09 

１．PC環境・OS USBポートのあるディスクトップ及びノートパソコンに接続可能 

通信： USB2.0準拠 （外部電源不要。ただしUSBハブを使う場合は

ハブに外部電源が必要）  

CPU： 各ＯＳの必要要件に準ずる、参考としてWindows7の場合 

メモリ 1GB以上、ハードディスク16GB以上の空領域を推奨 

対応OS： Windows7,  Vista,  Windows XP, Windows 2000 

言語： 日本語版と英語版有り 

２．入力・測定 入力チャンネル数： ２ch  大８システム（８測定）が接続可能 

入力電圧： ±1.25V ADC分解能： 24bit サプンリング間隔： 10mｓ  

専用ケーブルを検出器等の0～1Vのインテグレータ出力端子、 

又はレコーダ端子1mV,10mV,100mvに接続して使用 

オートサンプラー等のスタート信号での測定開始が可能 

ファイル名が自動ナンバリングされ連続測定が可能 

３．波形処理 波形解析パラメーターによる自動ピークサーチ 

処理可能ピーク数500以上 

タイムプログラムを使用した複雑な波形に対する反応 

ショルダー・マイナスピークに対応可 

マウスによる波形処理の会話的修正 

差クロマトによるベースライン修正、ベースライン引き算機能有り 

４．同定 同定処理ピーク数500以上 

絶対保持時間および相対保持時間による同定 

グルーピング、個々のピーク毎に同定モードの指定が可能  

５．定量計算法 単純百分率法（面積、高さそれぞれ可）、修正百分率法 

絶対検量線法、内部標準法、指数計算法 

Rt、濃度、面積、高さ、NTP、ピーク幅、分離度、対称度等の 

主要計算項目を自動計算、 簡単な計算式の設定が可能  

６．検量線 32ポイントまでの直線、曲線、折れ線による検量線を 小２乗法で

計算、決定係数により検量線の妥当性を簡単に評価できる 

原点の処理を設定可能 

検量線をグラフィック表示可能、重み付き検量線作成可能 

７．波形データ 独自に開発されたＤＦＭフォーマットデータファイルにより、波形情

報、成分情報、利用者定義可能な付加情報を統一的に管理可能 

データ処理に関る諸条件を独自のメソッドファイルへ格納 

条件に応じて分析メソッドを選択可能 

波形データの名称に長いファイル名が使用可能 

※ ＵＳＢクロマトインターフェイスユニットは1つのパソコンに4台まで、ＰＣＩクロマトインターフェースは２台まで設置可能です。  ※ Windows 7/XP/Vista､2000  Microsoft WORD、 EXCEL、 Power point、ACCESSはマイクロソフト社の商標です｡ 

CDS-plus / CDS-Lite 標準機能 CDS-plus標準機能・Liteオプション添付可能機能 オプション機能 

８．報告書作成 

  機能 

Ａ４、Ｂ４、10インチ連続用紙等が使用可能 

マウスで印刷フォーマットを任意に変更可能 

波形データを複数1枚に同時に印刷でき記録紙の節約が可能 

９．エクセル・ 

 CSV出力機能 

簡単エクセルボタンによりEXCELとのデータ交換が可能 

CSV形式（テキスト形式）で解析結果、波形情報、 

波形の電圧値を出力可能、複数データをまとめて変換可能 

クリップボードコピー機能で、波形、計算結果をペースト可能 

10．標本クロマト 

  機能 

測定時に、すでに測定した標準的なクロマト波形を標本クロ

マトとして重ねて表示可能 

11．ヘルプ・ログ 

  機能 

HTML状況依存型ヘルプでF1キーで説明を参照可能。 

検索機能により、調べたいキーワード等で検索可能 

プログラムの状態、エラーメッセージ等のログを収集し 

異常終了などの不測の状態をサポート 

12．インジェクション

テーブル機能 

連続測定のための情報入力テーブル機能、検体数の多い測

定時などにサンプル名等の情報を連続入力可能 

13．AIA format変換 AIA（ANDI）フォーマット変換（インポート・エクスポート）機能 

14．集計リスト・ﾄﾚﾝﾄﾞ 

ｸﾞﾗﾌ機能 

濃度計算した一連のデータを集計リストして時系列に表示 

トレンドグラフ表示で特定成分の濃度変化をビジュアルに監視 

15．ネットワーク機能 サーバー、クライアント機能で波形データの共有が可能 

クライアントから、サーバーのモニター画面をリモートで監視可能 

16．DB機能 測定後のクロマトグラムをデータベース（MDB形式）に登録、

ネットワークでデータの共有管理が可能 

17．テキストコンバー

ター機能 

他機からテキスト形式で出力された電圧などのＣＳＶ・ＴＸＴ

データ（カンマ区切り形式）をCDSへインポートする機能。 

18．自動ｱｽｷｰ出力機能 測定後に計算結果をＣＳＶファイルへ自動的に書き出す機能 

19．ﾀｲﾏｰﾘﾚｰ機能   増設リレーユニットで 大16接点のタイマーコントロール可能 

タイマーで測定開始可能、また、測定開始でタイマースタート可能 

22．ﾋﾟｰｸｽﾗｲｽ機能 ピークを任意の時間でスライスして、面積や濃度を計算する 

23．ライセンス CDS-plus システムライセンス１台、クライアントライセンス4台 

        合計5台のパソコンへインストール可 

CDS-Lite システムライセンス１台、クライアントライセンス1台 

        合計2台のパソコンへインストール可 

 ※ システムライセンスとは、PC１台でADC44の2ch分の 

   測定と解析をするためのライセンスです。 

   クライアントライセンスとは、測定とは別のPCで 

   使用する解析専用のライセンスです。 

20．GPC機能 ＧＰＣ解析プログラムをオプションで添付可能 

21．分取補助音機能 ピークの傾きによって音を出し、分取のタイミングを補助 


