二酸化炭素/酸素計
TPO計
シリーズ

飲料産業向け、ラボ及び製造ライン用
二酸化炭素/酸素計、TPO計

生産プロセス全体で
飲料中のTPO、溶存CO2、溶存O2を測定

豊富なラインナップで様々なアプリケーションに対応

アルコール飲料及びノンアルコール飲料の生産では、生産工程とパッケージ詰め後の両方の時点
で製品のCO2及びO2濃度をチェックし制御することが不可欠です。さらに、容器内の総酸素量
(TPO)の測定も非常に重要です。

生産ラインでの直接測定、ラボ内、または大型の飲料分析システムの一部としての測定な
ど、どのようなシチュエーションに対しても、お客様に最適な装置を提供します。
アントンパール社は、他のガスの影響を受けない容器内の酸素全量(TPO)、溶存酸素、溶存
二酸化炭素を選択的に測定可能な装置を用意しています。また、溶存酸素オプションの追加
も簡単にできます。

CO2濃度は、飲料の味に強く影響するだけでな
く、飲料生産の大きなコスト要因でもありま
す。

CO2 | O2
空気 | N2 | 指数

O2

CarboQC At-line

CboxQC At-line

OxyQC | OxyQC Wide Range

CarboQC

CboxQC

OxyQC | OxyQC Wide Range

CarboQC ME

CarboQC ME
Option O2 (Plus)付き

TPO 5000

TPO 5000 | CarboQC

TPO

TPO | CO2

二酸化炭素を正確に測定することで、味を一定
に保ち、無駄のない添加が可能になります。

製造ラインでの
測定

飲料中のO2の濃度が高いと、味だけでな
く保存可能期間にも悪影響が生じます。

CO2
空気 | N2 | O2指数

酸素濃度の継続的な監視によって、製品の安全
性と安定した飲料品質を確保できます。

ラボでの
測定

1台で解決: CO2とO2を同時測定
CboxQCは、1回の短い測定サイクルでCO2とO2を測定し
ます。

システムモジュール
PBA M測定システム用

TPOとCO2を同時測定
TPO 5000とアントンパール社の二酸化炭素計を組み合わ
せて、TPOと溶存CO2の両方を1回の測定サイクルで測定
できます。CarboQCは飲料中の二酸化炭素の正確な量を
選択的に測定するため、スタンドアロンの装置としても
使用できます。

ラボ
及びプロセス環境

将来を見据えたTPO 5000:
容器内の総酸素量を高速で測定
充填直後のTPO測定において、標準的な瓶や缶から簡単かつ迅速に測定できることは重要な要
件です。アントンパール社のTPO測定ソリューションは、信頼性の高い品質管理を可能にする
ために、時間を大幅に節約する、数々の有用な機能を提供します。サンプルの前処理を必要とし
ないスタンドアロンソリューションです。
装置のステータスを常に把握することでダウン
タイムを回避
LEDが内蔵されているため、騒音の大きい環境であって
も、生産プロセス全体で装置のステータスの概要を一目
で把握できます。離れた場所にいても、装置のステータ
スをすぐに確認できます。

トレーサビリティが重要
装置のチェックと調整は頻繁に発生する作業です。
TPO 5000には標準操作手順が実装されているため、オ
ペレーターが行う作業は最小限に抑えられます。データ
はすべて装置に保存されるため、プロセスの安定性は大
幅に向上します。

パフォーマンスの鍵は耐久性
頑丈なステンレス製ハウジングにより、プロセス環境の
耐久性を長期間維持できます。TPO 5000は、市場で最
も高い安全基準を満たしており、過酷な条件下でも信頼
性の高い連続運転を可能にする防滴設計となっていま
す。
TPO 5000

測定範囲

気相酸素

0～45 hPa O2分圧

溶存酸素

0～2 ppm

温度

0～40 °C

圧力

最大6.2 bar (絶対圧力)

繰り返し精度(TPO)
環境条件

容器の寸法

±5 ppbまたは±5 %のいずれか大きい方
0～40 °C

周辺温度

10～90 % rH

相対湿度(結露なし)
容器の直径

35～90 mm

容器の高さ

30～370 mm

容器の容量

>150 mL
Vn = 8 L

ガス消費/測定
無酸素ガスが必要

N2またはCO₂クラス5 (TPO 5000をCO2測定なしで使用する場合)
圧縮空気1

追加のガス

水道水または処理水ライン

洗浄
通信インターフェース

USB x 3、イーサネット、CAN (アントンパール社のデバイスのみ)
、RS232

ディスプレイ

投影型静電容量タッチスクリーン搭載7インチLCDパネル

データの保存

最大5000回分の測定データセット
515 mm x 590 mm x 1120 mm

寸法(長さ x 幅 x 高さ)

70 kg

重量
1

圧縮空気の接続ができない場合は、無酸素ガスを使用できます。

測定時間を短縮
充填直後のTPO測定では特に、測定時間を短縮すること
が重要です。飲料容器タイプに関係なく、自動センタリ
ングアダプターを使用することで、缶、ガラス瓶、ペッ
トボトルの位置決めを簡単に行うことができます。プロ
セスのあらゆるステップでお客様をサポートし、問題の
発生を予防します。TPO 5000の測定時間は4分未満で、
市場で最速のTPO測定装置です。

最小限のメンテナンスで最先端の酸素測定
光化学的酸素測定は、ヘッドスペースに含まれる酸素と
溶存酸素を選択的に測定するための安全な方法です。他
の気体からの影響は受けないため、様々な消耗品を定期
的に交換する必要はありません。

手動洗浄が不要
アントンパール社のTPO 5000には、測定後に毎回自動
洗浄するセルフクリーニング機能が備わっているため、
手動洗浄が不要です。このユニークな機能により、いつ
でも次の測定ができる状態になります。

CO2測定も可能
アントンパール社のモジュール型システムには
定評があります。二酸化炭素を迅速に測定する
ための二酸化炭素計CarboQCをTPO 5000に簡
単に接続できます。CarboQCは飲料中の二酸
化炭素の正確な量を選択的に測定できます。
スタンドアロンの機器として使用することも、TPO
5000と組み合わせてTPOと二酸化炭素を同時測定する
こともできます。

測定のエキスパートが提供する
製造ライン用システム
充填ライン、タンク、BBT、KEG、キャスクなど、どのような設備であっても、製造ラインで
測定することで生産工程が適切な管理状態にあることが保証されます。製造ライン用システム
は、プロセス機器の監視にも使用されます。

設定したCO2濃度を管理
しきい値機能によって、CO2とO2の目標範囲を設定でき
ます。生産工程で目標値からわずかでも逸脱が見られた
場合はただちにレポートされるため、万全の措置をとる
ことができます。迅速な対処が可能になり、結果的に時
間とコストが節約されます。

過酷な環境に対応する万全の保護仕様
アントンパール社の製造ライン用システムは、厳しい条
件下でも稼働するように設計されています。堅牢で密閉
されたハウジングにより、電子部品を湿気から保護し、
装置への液体の漏入を防ぎます。

短い測定サイクルで時間とコストを節約
アントンパール社のCboxQC At-lineはわずか90秒でCO2
とO2を測定し、貴重な作業時間を節約してコスト削減に
貢献します。

使いやすく見やすい表示
プロセス機器との連携

カラーディスプレイにより、暗い場所でも測定結果がは
っきりと表示されます。直感的なユーザーインターフェ
ースにより、標準的な操作を9言語で簡単に実行できま
す。8個の大型のキーは、保護手袋を着用したままでも
操作が可能です。

これらの製造ライン用装置は、°Brix、Diet、CO2を監視
するCarbo 510オンラインCO2アナライザーやCobrix 5
インライン飲料分析システムなどのアントンパール社の
プロセス機器を補完する理想的な装置です。

CO2とO2の連続制御
CO2及びO2のデータロガー機能を使用する場合は、サン
プルポイントを決めて継続的な自動測定の間隔を設定し
ます。アントンパール社の製造ライン用装置は、500回
分の測定のデータセットを保存可能であり、長期にわた
る測定に対応します。
CarboQC At-line

OxyQC
OxyQC Wide Range

CO2 0～12 g/L (0～6 vol.) (30 °Cの場合)

RFIDを使用し迅速に測定開始
オプションのRFIDインターフェースを装備すると、プ
ログラミングされたRFIDタグを読み取るだけで、素早
くかつ簡単に測定を開始できます。RFIDを使用した場
合でも、手動設定の場合でも、完全なトレーサビリティ
が確保されます。

CboxQC At-line

繰り返し精度、標
準偏差

-3 ～40 °C、精度± 0.2 °C

圧力

0～10 bar (絶対圧力)、精度0.01 bar
0.04 g/L (0.02 vol.)

CO2

±2 ppb (<200 ppb)

O2

分解能

CO2

0.1 ppb (<100 ppb)

55秒

1 ppb

90秒

50秒

500回分の測定のデータセット
CO2 | O2データロガー、しきい値機能、システムチェック
最大10時間の連続使用
1x USB、1x RS-232;オプション: RFID、Bluetooth
高性能バッテリー、携帯用ストラップ、RFIDタグ、プリンター
IP67

保護クラス
重量

0.1 ppb (<100 ppb)

ppm、ppb、mg/L、μg/L、% Air-sat.、% O2-sat.

O2

携帯での使用
アクセサリー

±20 ppb (<5 ppm)

g/L、vol.、mg/L、kg/cm²、MPa、% w/w

データメモリ
組み込みのサポート機能

±2 ppb (<200 ppb)

0.01 g/L

O2

測定時間

インターフェース

0.015～45 ppm

温度

CO2

測定単位

0～4 ppm

0～4 ppm

O2

測定範囲

2.1 kg

2.7 kg

1.7 kg

ラボで長期間稼働する測定パートナー
ラボでの使用を目的としたアントンパール社の溶存ガス測定ソ
リューションを採用すると、信頼性の高い最終製品パッケージ
の品質管理を実施できます。また、製品開発においても最高精
度での測定が実現します。

簡単チェック、信頼のある結果
アントンパール社のCO2・O2測定装置は、工場出荷時に
調整済みのため、すぐに使い始めることができます。多
数のウィザード機能は、定期実施が推奨されるシステム
チェックをガイドし、日常業務をサポートします。

わずかなサンプル量で測定可能
正確な充填、正確な測定結果

必要なサンプル量が100 mL程度とごく少量のため、容
器が非常に小さい場合でも信頼性の高いCO2及びO2測
定結果が得られます。

正しい結果を得るには、加圧状態での充填を正しく行う
ことが非常に重要です。内蔵のFillingCheck™機能が、
充填エラーを自動的に検出します。

高精度かつ多くの利点
停電時も継続して稼働

空気や窒素などの他の溶存ガスの影響を受けない特許
取得済みの選択的CO2測定法高分解能の光化学酸素セ
ンサーと連携し、最高精度を実現します。

電圧変動や停電は、この装置にとって脅威ではありませ
ん。バッテリー駆動モードに自動的に切り替わるため、
データ、時間、費用の損失なく、計画通りに測定を続け
ることができます。

弱炭酸飲料も測定可能
0～12 g/Lの測定範囲を持つアントンパール社のCO2測
定装置を使用すると、強炭酸飲料だけでなくCO2濃度
の低い弱炭酸サンプルも優れた精度で測定できます。

CarboQC

測定範囲

繰り返し精度、
標準偏差

CO2

0～12 g/L (0～6 vol.) (30 °Cの場合)

O2

0～4 ppm

測定単位

-3 ～40 °C、精度± 0.2 °C

圧力

0～10 bar (絶対圧力)、精度0.01 bar

CO2

0.01 g/L (0.005 vol.)

ppm、ppb、mg/L、μg/L、% Air-sat.、% O2-sat.
55秒

90秒

50秒

500回分の測定のデータセット
FillingCheck™、しきい値機能、システムチェック
1 x USB、1 x RS-232 (CAN-open*); オプション: RFID、Bluetooth
PFD、SFD、携帯用ストラップ、RFIDタグ、プリンター、ゴム製保護具
IP67

保護クラス
重量

1 ppb

g/L、vol.、mg/L、kg/cm²、MPa、% w/w

データメモリ

アクセサリー

0.1 ppb (<100 ppb)

0.1 ppb (<100 ppb)

O2

組み込みのサポート機能

±20 ppb (<5 ppm)

0.001 g/L

O2
CO2

±2 ppb (<200 ppb)

±2 ppb (<200 ppb)

O2

測定時間

インターフェース

0～4 ppm
0.015～45 ppm

温度

CO2
分解能

OxyQC
OxyQC Wide Range

CboxQC

2.0 kg

2.6 kg

1.7 kg
* CarboQC及びCboxQCのみ

複数モジュールの
組み合わせが可能

理想的な補完

測定対象の飲料パラメーターに応じて、
CarboQC MEモジュールとアントンパール社の
様々な装置を組み合わせることで、必要な飲料
分析を1回の測定サイクルで実行し、サンプル
の前処理を最小限に低減することが可能です。
さらに、TPO 5000をCarboQCと組み合わせて
使用することもできます。TPOとCO2の測定
は、同じ飲料容器から選択的に行われます。

アントンパール社のCO2・O2測定装置をピア
シングデバイスや充填システムと組み合わせて
使用すると、より簡単に操作できるようになり
ます。「Start」を押すだけで、CO2とO2のロ
スなくサンプルが測定チャンバーに移送されま
す。これにより測定結果の信頼性が保証されま
す。
SFDスパークリングワイン充填システム
コルクで密封されたワインボトルやスパークリン
グワインボトルからサンプルを移す場合は、SFD
を使用して手動でコルクに穴をあけ、サンプル
チューブを挿入します。サンプルは加圧された
状態で移送されます。SFD充填システムは、
ほとんどのプラスチック栓とコルクに使用できます。
- オペレーターを完全に保護
- 小型のボトルからマグナムボトルまで、全ての
サイズに対応
- ボトルから直接サンプルを移送

PFDピアシング・充填システム
密封されたPETボトル、ガラス瓶、または缶から測定
チャンバーにサンプルを確実かつ安全に直接充填で
きます。脱ガスやろ過などのサンプルの前処理は不
要です。

将来の変化に対応

PFDは、瓶の栓や缶の底に自動的に穴をあけ、圧縮ガ
スを使って容器からサンプルを移送します。

将来的にアルコライザーシステムやオプションO2、pH
などが必要になった場合にも、アントンパール社のモジ
ュラーコンセプトでは様々な要望に正確に適合する測定
システムを構築することができます。

- 安全シールドのガススプリングでオペレーター
の安全を確保
- 安全シールドは着脱可能なため、洗浄が簡単
- 優れた設計と高品質な材質による堅牢性
- ガラス瓶やPETボトルからサンプル全量を取り
出す必要がある場合に、追加のシールドによっ
て破片から保護

SFD
スパークリングワイン及びワイン用
ピアシング・充填システム

PFD (Plus)
ピアシング・充填システム

密封容器及び開封済み容器からの加圧充填

密封容器からの加圧充填

圧縮ガスの供給

スパークリングワイン: 7.5 bar ±0.5 bar (相対圧力)
ワイン: 3 bar ±0.5 bar (相対圧力)

6 bar ±0.5 bar (相対圧力)

対応パッケージ:

ガラス瓶: 0.2～1.5 L

ガラス瓶 | 缶 | PETボトル

充填モード

0～+40 °C

0～+40 °C

寸法

320 mm x 370 mm x 550 mm

190 mm x 270 mm x 670 mm

重量

12.3 kg

10.1 kg

周辺温度
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