
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 

新開発！ＵＳＢ接続  

     Ａ／Ｄコンバーターが登場！ 



新世代のクロマトデータ処理システ新世代のクロマトデータ処理システムム  

CDSCDS--plus ver 5.0plus ver 5.0  
実験室・研究室の統合環境を実現！ 

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

おこないます。CDS-plus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｡ 

「様々なメーカーの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 はこのような要望を元に開発されたパソコンを使った 

新世代のクロマトデータ処理システムです。  

もしあなたが古いインテグレーターの買替えをご検討な

ら、ぜひ CDS を試してみてください。パソコンをつかったクロ

マトインテグレーター、これは無限の可能性を持っています。

アナログレコーダーの記録をデジタル化し、毎日の測定・解

析処理がわずかな予算で劇的に快適な測定環境へ改善され

ることでしょう。  

接続する検出器等のクロマト機器に 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。 スタートケーブルを接続すれば、

オートサンプラーやインジェクターからのスタート信号でサンプリング自動的に開始できます。 データ名はオートナン

バーリングされるので、夜間の連続測定も可能です。  

 データ取りに使うクロマトインターフェースユニット（AD コンバーター）は USB 接続です。 ＯＳが Windows2000 以上

で、USB ポートをもったパソコンならばディスクトップ、ノート型を問わず、お手元のパソコンに手軽に組み込むことができ

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、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、必要なデータのみいつでも解析したり、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。分析データをエクセルへ書き出し、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。 

あなたのお悩みはＣＤＳが全て解決します！ 

システムを新しくしたいけ

ど、新規購入ではコストが

かかりすぎるな…。 

 
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。 

 

 

低コストで最新のクロマト統合分析環境へ！ 

◆ 2ＣＨ 同期・非同期並行処理、最大８装置接続可能 

◆ 高い分解能と高精度、低ノイズ小型ＵＳＢＡＤ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 

◆ 強力なレポート作成機能 

◆ 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 

◆ エクセルへデータが転送が可能 

◆ オプション機能や機能限定のLite版もご用意 

主な特長 



 CDS は 1 台で 2ch の測定分析が可能

です。UV と RI2 台の検出器をつないで

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 両

方つなげて、まったく別プロセスで測定

を行うことができます。 

２種類の分析をするために、システム

を 2 台買う必要がありません。そのため

限られたスペースを使え、しかもコスト

も削減します。 

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

分お買い得です。（非同期測定のできな

い他のシステムでは、チャンネル数分の AD コンバーターの増設や複数の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。）  

さらに CDS では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、1 測定で 大 4 チャ

ンネルまでの同期測定、 大８つのクロマト装置を使っての非同期測定（別プロセスでの測定）が可能です。 

ネットワークをつかえば、遠隔で測定を操作することもできます。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。 

また従来の PCI タイプのボードと併用することも可能です。１台のパソコンに PCI タイプのボードを 大 2 枚 4ch、USB タ

イプのユニットを 大 4 台 8ch、 合計で 大 12 ｃｈまでの増設ができます。それに加えて、ネットワーク上の他のコン

ピュータに接続された USB タイプの ADC も使用可能です。1 台のパソコンで起動できる CDS の数は 8 測定まで、そのそれ

ぞれで４ｃｈまでのクロマトグラムを処理できますから、その必要性はさておき、32 ｃｈの測定が可能です。 

ＣＤＳでは非常に柔軟でパワフルな分析環境を低コストで構築することができます。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のクロマトシステムの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。 

最大８システムまでの非同期・独立並行処理が可能 

１台のパソコンで最大８システムまで、様々なメーカーのクロマト装置と接続可能 

複数処理でもストレスフリー・作業効率がアップ！ 

近年 CPU の高速化により今やコンピュータのマルチタスク処理は常

識となりました。CDS ではこのマルチタスクの利点を 大限に生かし、

様々な複数処理をストレスなく行うことができるよう設計されています。 

CDS を立ち上げるとモニターウィンドウには現在検出器から出力され

ている波形が即座に実時間で表示されます。 電圧や現在のデータの取

得状況などの必要な情報にはリアルタイムでアクセスできます。 

複数測定では、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。たとえば、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です。 

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、測定済みの波形を再解析したり、レポート作成した

りすることが可能です。 

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。 

 



シンプルで視覚的、親しみやすい操作性 

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 では簡単なクロマト解析処理はもちろん、複雑で処理数の多い面倒な処理もスピーディに行うことができます。 

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等の特殊なピークの認識にも

対応しています。 

処理可能ピーク数は、従来のバージョンと比べて、500 ピークにアップしま

した。 

また、計算値項目が大幅に増加

しました。 NTP（理論段数）、W

（ピーク幅）、K（保持能）、RS（分離

度）、AS（対象度）、WA、WB、WH な

どのピーク幅も項目を選択するだ

けで簡単に計算できます。 

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。 

充実したクロマト解析機能 

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。 

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

クセスを実現しました。 

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。 

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。 



あらかじめ測定したスタンダードを選択し、必要事項

を入力するだけで検量線を自動計算。簡単な登録作業

だけで面倒な検量線作成も波形を確認しながらスムー

ズに行うことができます。 

大 32 ポイントの検量線を作成することが可能で

す。また検量線の種類は直線、折れ線、曲線を選択で

き、原点を使用しない直線検量線を作る場合には、３種

類の重み付き検量線を選択して作成できます。 

作成した検量線を使い、未知試料の測定すれば、瞬

時に濃度や成分を自動計算します。計算方法は、百分

率法や内部標準法など５種類を用意。同定方法は、溶出時間、保持時間、面積など

条件にあったものを選択できます。 

現在の入力項目 

現 在 の 入 力 項 目

に対応するピーク 

さまざまな検量線が作成可能 

標本クロマト機能 
参照したいデータを重ねて表示 

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。 

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、すぐに説明文がでます。 

検索機能により、調べたいキーワード等で検索でき、印

刷されたマニュアルに比べ､説明の場所がすぐ見つかりま

す｡ 

オンラインヘルプ機能 
Ｆ１キーで簡単表示 

波形処理は、通常任意の波形解析条件を入力し自動で行うことができます。しかし、さまざまな分析条件等により、ピーク

が認識できない場合は、マウスを使って手動で対話的に波形を処理することができます。 

ベースラインの変更、ピークの追加、削除など波形の上を直接マウスで指示して変更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判断できます。数値入力部分はワープロを使う感覚で入力できます。 

マウスで対話的マニュアル波形処理が可能 



ＵＳＢクロマトインターフェース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

システムを簡単に

構築することがで

きます。 

小型いう利点を生かした携帯可能な 

分析環境を構築！ 

ＵＳＢでクイック＆イージー接続 

パソコンを選ばず、電源も不要！ 

ＵＳＢ（Universal Serial Bus）はパソコンにさまざま

な周辺機器を接続するための新たな汎用バス・インタ

フェースとして普及しています。ＵＳＢポートのあるパソ

コンならば、どのようなタイプのパソコンにも接続ＯＫで

す。デスクトップ、ノート型を問わず、ＵＳＢケーブル一本

でお手持ちのパソコンと簡単に接続することができま

す。 

また、ＵＳＢは Windows のホットプラグやプラグアンド

プレイに対応しています。ユニットをパソコンに接続する

だけで機器の認識が自動で行われ、ドライバーのインス

トール等が簡単にできます。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。 

当社が開発したＵＳＢクロマトインターフェイスユニットは、高い分解能と精度を誇ります。 も基本となる電子回路部分

は特にだわりを持ち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おります。 

± 1.25V の入力で 24bit のチップを使用しています。データの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。  

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 接続では右図のように、さらにノイズ

の大幅カットを実現しています。 

USB 接続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。 

驚くほど低ノイズ！ 高い信頼性を誇るＡ／Ｄコンバーター 

ADC42（PCI）         ADC44（USB） 

● 4μVからー4μVまでのノイズデータを比較 

ＵＳＢクロマトインターフェイスユニットは、クロマト機器のインテグレータ用出力端子（0 ～ 1V）に接続

し、データを取り込むＡ/Ｄコンバーターです。クロマト分析に特化して設計されていますので、高分解能と

高精度備え、しかも驚くほど低ノイズです。また、徹底的な小型にこだわりました。従来のアナログレコー

ダーの記録をデジタル化して、測定分析をより効率的進めることができるでしょう。 

自社開発 低ノイズ、高い信頼性を誇るＡ／Ｄコンバーター 

 ＵＳＢクロマトインターフェイスユニット ＡＤＣ 44 は 

当社が独自開発した CDS 専用のＡＤコンバーターです。 

パソコンのＵＳＢポートに接続するタイプで、大きさはわず

か 115mm×120mm×30mm。徹底的な小型にこだわり、縦

横はＣＤサイズほどです。 

 2 チャンネルのＡＤコンバーター、スタートスイッチ､ＬＥ

Ｄのインターフェースを供えた外付ユニットです。通常 0 ～ 1V のインテグレー

タ出力端子に接続し、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、これが無い場合は 1 ｍ V、10mV、100mv のレコーダ端子に接続

しても問題なく使用することができます。 

新開発！ コンパクトなＵＳＢクロマトインターフェースユニット ＡＤＣ４４ 

 注） ＵＳＢハブにＣＤＳをつないでお使いになる場合は、必ずセルフパ

ワータイプのハブを使用してください。 バスパワータイプのＵＳＢハブ

では電源供給が不安定になるため、ＣＤＳが正常に動作しません。 



 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自由に作成でき、マウス操

作により用紙の上に切り貼りするように視覚的にデー

タをレイアウトできます｡ いくつもの波形を重ね合わ

せたり､別々に配置したり､計算値の表示方法､メモ､用

紙サイズの指定などまさに思うがままです。 

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。 

 カラープリンターを使用すれば、波形ごとに色を変

えることができ、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。レーザープリンターを使用すれ

ばさらに美しいものに仕上がります。 

印刷では測定が終わるたびに、 大４つの波形デー

タを１枚の紙に同時印刷することが可能です。紙の節

約ができるため、大変便利な機能です。 

波形表示の枠の大

きさ､位置がマウス

で簡単に指定でき

ます｡ 

ＣＤＳでは、ＣＳＶ形式（テキスト形式）で波形情報や計算結果などあらゆるデータ情報を書き出すことがで

きます｡エクセルなどの表計算ソフトでデータを２次利用し、グラフを作成したり、プレゼンテーション用の

レポートを作成したりすることが可能です。また拡張機能として ＤＤＥ（Dynamic Data Exchange 動的

データ交換）機能をサポート。データ取りと並行してマクロ等でデータ通信することができます。 

強力なレポート作成機能 

思いのままに美しい報告書を作成 ！  

印刷例 

レポートは縦形式・横

形式を自由に設定できま

す。 

またいくつもの波形を

並べたり、計算値、メモを

自由に配置できます。 



ＣＤＳでは、CSV形式（テキスト形式）で波形情報や計算結果などあらゆるデータ情報を書き出すことができ

ます｡エクセルなどの表計算ソフトでデータを２次利用し、グラフを作成したり、プレゼンテーション用のレ

ポートを作成したりすることが可能です。また拡張機能として DDE（Dynamic Data Exchange 動的デー

タ交換）機能をサポート。データ取りと並行してマクロ等でデータ通信することができます。 

ＥＸＥＣＬや表計算ソフトとデータ交換が可能  

簡単エクセル転送ボタンでデータのあらゆる情報をエクセルに一発転送 

分析結果をまとめてＣＳＶへ書き出し 
複数データ一括処理機能 

 計算結果は複数データ処理でまとめて CSV 形式（テ

キスト形式）に書き出すことができます。 

 エクセルを使用してフォーマットを作成しておけば、

簡単に日報を作成できます。 

表示されている波形データ、計算値、検体情報メモを

クリップボードへコピーし、そのまま別のソフトウエア上

のファイルへ貼り付けできます。 

 画面をそのままコピーしますので、重ね書きされた波

形なども簡単に作成することが出来ます。 

ワードやパワーポイントなどに手軽に貼り付けられる

ので、計算結果とあわせれば独自のレポートを作成する

ことが可能です。 

ワードやパワーポイントにも簡単貼り付け 
クリップボード転送機能 

クロマト画面には“かんたんエク

セル”ボタンがあります。 

EXCEL がセットアップされてい

るコンピュータなら表示されてい

るデータをボタン一つで驚くほど

簡単に EXCEL ファイルに変換しま

す。 

波形、計算値、検体情報、電圧値

の生データがエクセルへ転送さ

れ、表計算ソフト等で２次利用する

ことによって、さま

ざまな表やグラ

フ、日報、レポート

等を作成できま

す。 

 



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。 

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。 

ＣＤＳのデータファイル名はロングファイルネームに対応、字数の制

限なく、長い名前が使

用できます。ファイル名

に名前だけでなく年月

日等を含めることによ

り、よりデータの管理

がしやすくなっていま

す。後でデータを検索

する際にも便利です。 

 ※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 
データを共有し集中管理  

ＣＤＳ－ｐｌｕｓの充実した機能  

※ネットワーク機能を使用される場合には、あらかじめネットワーク構成等を

ご相談ください。（ネットワーク未構築の場合は、ネットワーク化のご相談にも

応じます。）  

研究室のネットワーク化に伴い、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-plus には、ネットワークでの使用を想定したサーバー/クライア

ント機能があり、データを共有することができます。 

また、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    

これら３台のパソコ

ンは、ネットワークでつ

ながっています。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。 

ネットワーク機能 
サーバー/クライアント機能によりデータを共有  

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

うになっていますので、サンプル情報を測定ごとに一回一回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。 

 ※ 連続測定でデータ名は自動的作成されナンバリングできます。インジェクション

テーブルは、それ以外の任意のサンプル情報項目を入力できる機能です。そのため、イン

ジェクションテーブル機能のない機能限定版CDSLite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 
連続測定の情報入力をサポート  

検量線を使って濃度計算した一連のデータを集計リストして表形式で示します。 

また各成分ごとのトレンドグラフを表示することができます。 

 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。またグラフによって濃度の変化をビジュアルに

表示することができます。 データのリストはエクセル等の表計算ソフトへも書き出すこ

とができます。 

 濃度の集計リストとトレンドグラフ機能 
一連のデータ変化を時系列にビジュアル表示   

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。従来バージョンの測定データとは互換性があり、

旧バージョンをお使いの方はバージョンアップすることで

スムーズに移行できます。 

また、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。  

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)形式とも呼ばれ、拡張子は cdf。 

ＣＤＳ-ｐｌｕｓには、測定解析をサポートする便利な機能がすべて備わっています。 

こちらの機能はＬｉｔｅ版にはございませんが、オプション機能としてそれぞれ追加することができます。 



※リレーユニットはUSB（外付）、PCI（内蔵）タイプがございます。 

ＣＤＳのオプション機能  

 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 

◆いままでの改造・機能追加の一例 

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。 

 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 

 分取補助擬似音発生機能・・・ピーク傾きによって音をだし、分取のタイミングを音で知らせる機能 

 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機能 

 特定のクロマト機器や測定機器の制御、システムコントロール等 

 

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

予算に合わせて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。 

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

データを添付していただき、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 

Ｐｌｕｓ・Ｌｉｔｅ版とも、状況に応じて様々なオプション機能が添付可能です。新規機能追加のご相談も承ります。 

タイマーリレー機能 
バルブ等のクロマト機器を自動制御！ 

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。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。 

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 
計算結果を自動的にファイルに書出 



ＣＤＳ ベーシックパック（パソコンなし） 

導入コストを抑えた機能限定版 ＣＤＳ-Ｌｉｔｅ ｖｅｒ ５．０ 

CDS-Lite  は、CDS-plus の機能を絞り、分析によく使われる機能のみを搭載した限定版システム

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

いという話をよく聞きます。「単純な測定ができればよい」「設備に予算がかけられない。」「多機能さ

ではなく、価格重視！」といった要望にお答えして CDS-Lite が登場しました。 

機能限定版とはいえ、CDS の操作性はそのままに、クロマトの測定・分析には十分使っていただけ

る内容です。また、オプション機能の追加、CDS-plus の各種機能の追加、CDS-plus へのバージョン

アップも可能。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ますので、初期導入コ

ストを驚くほど低価格に抑え、クロマト測定・分析環境を構築できます。ご予算の関係でご購入をあ

きらめていたお客様、他のシステムからの買い替えや乗り換えをご希望の方も、ぜひ導入をご検討下さい。 

ＣＤＳ ＣＰＵパック 

 弊社推薦のパソコンにＣＤＳベーシックパックを組み込みシステムを構成しました。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）、３年無償保証、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。 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。 エコノミー以上では堅牢な信頼性電源を採用し、耐久

性にも考慮しています。 ノートタイプは狭い研究室や分析環境や現場などに携帯することを考慮し

たシステムを構築できます。堅牢性に定評のあるモデルをお薦めしております。 

※  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 。  

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 新版のCDSへ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。 

また、ソフトウエアのみのバージョンアップもお気軽にお問い合わせください、 

ＣＤＳクライアント版 

\30,000 

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。 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。 

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、リレーユニットの増設が必要です。 

増設リレーユニットはPCIタイプ（内蔵）とUSBタイプ（外付け）がございます。 

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にCDSのソフトウエアをインストールし、

波形を表示したり解析作業を行いたい場合には、別途クライアント版ライセ

ンスが必要です。なおクライアント版では測定はできません。 

 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。 

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構成内容と各種サービス 
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。 

お客様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ＣＤＳをお使いになりたい方のパッケージです。 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はお客様で行って頂くことになり

ます。また、パソコンをお送りいただけ

れば、弊社でのセットアップ、また出張

セットアップも承ります。 

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 

専用 信号ケーブル 2本 

USB ケーブル 2ｍ 

ユーザーズマニュアル 

注 ） Ｕ Ｓ Ｂポ ート は構 造上 ディ スク トップ 型

よりも ノー ト型の ほう が少 な いものが 多い の

で 、 増設を お 考えの 場 合は 余裕 をも っ たス

ペックの パソコンを選 択し て くださ い。  

ノートタイプ 

ＣＤＳ バリュー ＣＤＳ エコノミー ＣＤＳ スタンダード ＣＤＳ ＦＡグレード ＣＤＳ ノート 

 高スペックよりも価格

をおさえたパソコンを選

定したパッケージです。 

スリムタワー等の省ス

ペースパソコン、その時

にお買い得なパソコンを

こちらで選定しご提案し

ます。 

 ミニタワーケースを採

用したコンパクトでもパワ

フルなパソコンを選定し、

コストパフォーマンスに優

れたシステムです。また信

頼性電源を搭載し長時間

運用の安定性にも優れて

います。 

 拡張性に優れたハイパワーパ

ソコンを使用したシステムです。

大きめのセミタワーケースを採

用し、システムの冷却性、安定的

を高めています。信頼性電源搭

載。 多チャンネルの分析や複

数システムを使った分析におす

すめです。 

 高信頼性電源や高信頼性部品の使

用にこだわった、長時間での連続使用

にも耐えうる堅牢なシステムです。 

HDD2台使用したRAID1システムを標

準搭載、また排熱を考え大きめのセ

ミタワーケースに冷却ファンを2つ増

設。ノンストップで行う工業用に 適

な安定したシステムです。 

 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。 

デスクトップタイプ ネットトップタイプ 

ＣＤＳ ネットトップ 

 流行のネットトップ機は 

CPUに低消費電力、発熱の少

ないAtomプロセッサー搭載。

クロマトのデータ処理には十

分活用可能です。驚きのコン

パクトサイズで、専用のディス

プレイの後ろに収納可。省ス

ペースを実現します。 



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 

メモリ 128MB以上、ハードディスク100MB以上の空領域を推奨 

対応OS： Windows XP、Windows 2000、Windows Vista 

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  最大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最小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 

ＣＤＳ-ｐｌｕｓ ｖｅｒ５．０の仕様 

 

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

販売代理店 

〒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 

2009.11 

※ 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 2000/NT/XP/Vista､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 

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．データ交換 

AIAformat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 

DDE（Dynamic Data Exchange）動的データ交換機能をサポート 

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

18．GPC機能 ＧＰＣ解析プログラムをオプションで添付可能 

21．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３台 

        合計４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 

        １台のパソコンにのみインストール可 

 ※ 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は別のPCでの解析専用ライセンスです。 

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、計算結果等をペースト可能 

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１枚に複数同時に印刷でき記録紙の節約が可能 

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 

19．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。 

20．自動ｱｽｷｰ出力 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 


