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◆ はじめに
この度は FLXA

TM

202　2 線式液分析計をご採用いただきまして、ありがとうございます。
FLXA202　2 線式液分析計の防爆モデル（タイプ：-CF）を選択した場合は本書を必ずお
読みください。

関連するドキュメントは以下のとおりです。
一般仕様書

ドキュメント名 ドキュメント番号 備考
FLXA202　2 線式液分析計 GS 12A01A03-01JA FLXA202 仕様書。電子マニュアル

* ドキュメント番号の JA は言語コードです

取扱説明書
ドキュメント名 ドキュメント番号 備考

FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
スタートアップマニュアル IM 12A01A02-12 製品添付（紙マニュアル）

FLXA202　2 線式液分析計
安全マニュアル（防爆） IM 12A01A03-20JA FLXA202 防爆モデル (-CF) 選択用

製品添付（紙マニュアル）（本書）
FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
設置要領 IM 12A01A03-01JA 共通内容（はじめにお読みください）

電子マニュアル
FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
pH/ORP 操作編 IM 12A01A03-31JA pH/ORP（-P1）選択用

電子マニュアル
FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
SC 操作編 IM 12A01A03-32JA 導電率 (SC)（-C1）選択用

電子マニュアル
FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
ISC 操作編 IM 12A01A03-33JA 電磁導電率 (ISC)（-C5）選択用

電子マニュアル
FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
DO 操作編 IM 12A01A03-34JA 溶存酸素 (DO)（-D1）選択用

電子マニュアル
FLXA202　2 線式液分析計
SENCOM SA　pH 操作編 IM 12A01A03-36JA SENCOM SA（-S5）選択 pH/ORP 用

電子マニュアル
FLXA202　2 線式液分析計
SENCOM SA　SC 操作編 IM 12A01A03-37JA SENCOM SA（-S5）選択導電率 (SC) 用

電子マニュアル
* ドキュメント番号の JA は言語コードです

形名の基本コードまたは付加コードに "Z"（特殊仕様）が含まれている製品には、専用の
取扱説明書が付く場合があります。その場合、本書に加えて専用の取扱説明書も必ずお
読みください。
技術資料

ドキュメント名 ドキュメント番号 備考
FLXA202　2 線式液分析計
本質安全防爆システム機器選定ガイド TI 12A01A02-42JA 電子マニュアル

FLXA202/FLXA21　2 線式液分析計
HART 通信 TI 12A01A02-60 HART 通信使用時は必ずお読みください

電子マニュアル
* ドキュメント番号の JA は言語コードです

最新版の電子マニュアルは、次のサイトからダウンロードできます。
 http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa202/download/

検出器やその他関連製品については、個々の取扱説明書をお読みください。

No. IM 12A01A03-20JA 2nd Edition : Jan. 2022 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Electric Corporation

https://web-material3.yokogawa.com/GS12A01A03-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A02-12.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-20JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-31JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-32JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-33JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-34JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-36JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A03-37JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A02-42JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01A02-60.pdf
http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa202/download/
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■ 説明書に対する注意
・ 説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して随時参

照できるようにしていただきますようお願いします。
・ 本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・ 説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に

適合することを保証するものではありません。
・ 説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたし

ます。
・ 説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・ 説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがあ

りましたら、当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店まで
ご連絡ください。

■ 図の表記について
説明書に記載されている図では、説明の都合により、強調や簡略化、または一部を省略
していることがあります。
説明書中の画面は、機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で、実際の表示と表示位
置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また、表示されている内容が「表
示例」の場合があります。

■ 商標
FLEXA、FLXA、SENCOM は横河電機株式会社の登録商標または商標です。
その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
また本文中の各社の登録商標または商標には、TM、® マークは表示しておりません。
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◆ FLXA202 TIIS防爆品
TIIS 本質安全防爆形 FLXA202（形名 FLXA202-D-*-D-CF）は、以下の本質安全防爆構造です。

製造者名： 横河電機株式会社
品名：  PH 計（型式検定合格番号：第 TC22162X 号） 

導電率計（型式検定合格番号：第 TC22163X 号） 
電磁導電率計（型式検定合格番号：第 TC22164X 号）

型式の名称： FLXA202
防爆等級： Ex ia IIC T4 Ga
周囲温度： -20℃～ +55℃
容器の保護等級：IP20

（検定時には防爆上の最低要件である IP20 が確認されていますが、IP66 が要求される環境下で使用可能です。）
適用規格： 工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）
  第１編　総則  JNIOSH-TR-46-1(2015)
  第６編　本質安全防爆構造 ” I” JNIOSH-TR-46-6(2015)
絶縁：  以下の回路端子間はガルバニック絶縁されており、500 V AC（PH 計、

SC 計、ISC 計のセンサ接続回路―接地端子間は 700 V DC）の耐電圧を
満足する。

  ・ 電源回路端子 (+、-)―接地端子 間
  ・ センサ接続回路端子―接地端子 間
  ・ 電源回路端子 (+、-)―センサ接続回路端子 間
  ・  センサ接続回路 1 端子―センサ接続回路 2 端子 間（センサ接続回路 2

がある場合）

安全保持定格：
（1） PH 計（PH)

 電源回路
  本安回路許容電圧（Ui）：30 V
  本安回路許容電流（Ii）：100 mA
  本安回路許容電力（Pi）：0.75 W
  内部キャパシタンス（Ci）：13 nF
  内部インダクタンス（Li）：無視できる値
 センサ接続回路 1 及び 2
  本安回路最大電圧（Uo）：11.76 V
  本安回路最大電流（Io）：116.5 mA
  本安回路最大電力（Po）：0.3424 W
  本安回路許容キャパシタンス（Co）：100 nF
  本安回路許容インダクタンス（Lo）：1.7 mH

（2） 導電率計（SC)
 電源回路
  本安回路許容電圧（Ui）：30 V
  本安回路許容電流（Ii）：100 mA
  本安回路許容電力（Pi）：0.75 W
  内部キャパシタンス（Ci）：13 nF
  内部インダクタンス（Li）：無視できる値
 センサ接続回路 1 及び 2
  本安回路最大電圧（Uo）：11.76 V
  本安回路最大電流（Io）：116.5 mA
  本安回路最大電力（Po）：0.3424 W
  本安回路許容キャパシタンス（Co）：100 nF
  本安回路許容インダクタンス（Lo）：1.7 mH
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(3) 電磁導電率計 (ISC)
 電源回路
  本安回路許容電圧（Ui）：30 V
  本安回路許容電流（Ii）：100 mA
  本安回路許容電力（Pi）：0.75 W
  内部キャパシタンス（Ci）：13 nF
  内部インダクタンス（Li）：無視できる値
 センサ接続回路
  本安回路最大電圧 (Uo)：11.76V
  本安回路最大電流 (Io)：60.6mA
  本安回路最大電力 (Po)：0.178W
  本安回路許容キャパシタンス（Co）：100 nF
  本安回路許容インダクタンス（Lo）：8mH

使用条件：
 爆発のおそれがあるため、非金属部、塗装部が静電気帯電しないようにしてください。

また、乾布による摩擦など静電気が発生する作業は行わないでください。
 FLXA202 の容器は、アルミニウムを含有しています。特別危険箇所で使用するときは、

いかなる場合にも衝撃または摩擦による火花によって発火源とならないように設置
してください。

 警告
・ FLXA202 の容器は、アルミニウムを含有しています。いかなる場合にも衝撃または

摩擦による火花によって、発火源とならないように設置してください。容器に火花
が発生するような衝撃を与えないでください。

・ 配線用カバー 1 ～ 3 があります。いずれも、本質安全防爆性能の維持のために必要
な部品ですので、確実に取り付けてください（2 章参照）。

・ 回路、構成部品などの変更や改造をしないでください。
・ FLXA202 の前面窓から FLXA202 を操作する場合や、FLXA202 の筐体に触れる場合

は、静電気放電による爆発の危険が最小になるように、以下の対応を取ってください。
また、FLXA202 の表面を乾いた布でこするなどの静電気を発生させる行いはしない
でください。

1. 作業者の静電気帯電を防止するために、リストストラップによる作業者の接地
や導電化された床での作業を実施し、帯電防止作業服，静電安全靴の着用によ
り電荷が蓄積しないようにしてください。

2. 除電棒（100k Ω～ 100M Ωの抵抗を介して接地されている金属を有する棒）で、
人体と FLXA202 を十分に除電してください。

 上記 1、2 の対応が取れない設置環境の場合や静電気の発生を抑制できない場合は、
ガス検知器を携帯し、FLXA202 の周辺に可燃性ガスまたは蒸気が無いことを確認の
上、作業してください。
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TIIS 防爆品の銘板は、図 1 のようになります。

-D-B-D-CF-P1-P1

-CFはTIIS本質安全防爆品

-A-N-LA-J-NN

図1 FLXA202　TIIS防爆品の銘板例

また、図 2 のような TIIS 本質安全防爆に関する情報が記された銘板がついています。

図2 FLXA202　TIIS防爆品の銘板例

FLXA202

測定モジュール1

センサ1

センサ2

センサ接続回路1

測定モジュール2

センサ接続回路2

電源回路
(TM1)

安全保持器

*1： 測定モジュール2は搭載されない場合があります。
*2： センサ接続回路1と2はそれぞれ独立した本安回路です。
*3： センサ接続回路1と2の端子は、下記のとおりです。
  pH/ORPモジュールの場合： 11-19
  SCモジュールの場合： 11-16
  ISCモジュールの場合： 11-17
*4：中継端子箱は使用できません。

+

-

+

-

危険場所 非危険場所

 *3

 *3
*4

*4
 *1, *2

図3 FLXA202　TIIS防爆品の設置図



IM 12A01A03-20JA

7	 	 ＜ FLXA202　安全マニュアル（防爆）＞

2nd Edition : 2022.01.12-00

FLXA202 と接続して使用する安全保持器は、安全保持器だけで型式検定に合格したもの
で、以下の条件を満足するものを使用してください。

(1) 安全保持定格 
 本安回路最大電圧 30V 以下 
 本安回路最大電流 100 mA 以下 
 本安回路最大電力 0.75 W 以下

(2) 性能区分およびグループ 
 性能区分 ia 
 グループ IIC

(3) 安全保持器の本安回路許容インダクタンス（Lo）および本安回路許容キャパシタン
ス（Co）と、本安回路外部配線のインダクタンス（Lc）およびキャパシタンス（Cc）
との関係

  Lo ≧ Li + Lc
  Co ≧ Ci + Cc

FLXA202 と接続して使用するセンサは、センサだけで型式検定に合格したもので、以下
の条件を満たしたものを使用してください。モジュールが 2 つ搭載される場合、接続さ
れるセンサすべてに下記の条件が適用されます。

(1) 安全保持定格
接続するセンサ

pH/ORP SC ISC
本安回路最大電圧 11.76 V 以上
本安回路最大電流 116.5 mA 以上 60.6 mA 以上
本安回路最大電力 0.3424 W 以上 0.178 W 以上

(2) 性能区分およびグループ 
 性能区分 ia、ib または ic 
 グループ IIA、IIB、または IIC

(3) 本安回路許容インダクタンス（Lo）及び本安回路許容キャパシタンス（Co）と、セ
ンサの本安回路内部インダクタンス（Li）、本安回路内部キャパシタンス（Ci）との
関係

  Lo - Lc ≧ Li
  Co - Cc ≧ Ci

接続するセンサ
pH/ORP SC ISC

本安回路許容インダクタンス 1.7 mH 8 mH
本安回路許容キャパシタンス 100 nF

FLXA202 は、周囲温度：-20 ～ 55℃で使用してください。
危険場所に設置する場合、非危険場所に安全保持器をご用意ください。
本安機器、本安関連機器およびそれらを接続する配線は、電磁結合又は静電結合により、
本安回路の本質安全防爆性能を損なうような電流および電圧が、当該本安回路に誘起さ
れないように配置してください。
FLXA202 の容器はアルミニウムを含有しています。特別危険箇所に設置する場合は、い
かなる場合にも衝撃または摩擦による火花によって発火源とならないように設置してく
ださい。また、FLXA202 の容器に火花が発生するような衝撃を与えないでください。
FLXA202 の前面窓から FLXA202 を操作する場合や FLXA202 の筐体に触れる場合は、静
電気放電による点火を防ぐために、機器および人体の除電後に作業を行ってください。
また、FLXA202 の表面を乾いた布でこするなどの静電気を発生させる行いはしないでく
ださい。
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● TIIS本質安全防爆形FLXA202と組み合わせ可能な検出器
現在、組み合わせ可能な横河電機製検出器の形名は下記の通りです。
また、それぞれの検出器で FLXA202 と組み合わせ専用の TIIS 本質安全防爆仕様がありま
す。
TIIS 本質安全防爆形 FLXA202 には必ずこの仕様の検出器を組み合わせる必要があります。

pH 測定 
PH8EFP（「構造」のコード：-T） 
PH8ERP（「構造」のコード：-T） 
PH8EHP（「構造」のコード：-T） 
PH4PT 
PH4FT 
PH4CT

ORP 測定 
OR8EFG（「指示電極および構造」のコード：-AW あるいは –PW） 
OR8ERG（「指示電極および構造」のコード：-AW あるいは –PW）

導電率 (SC) 測定 
SC4AJ（「材質および構造」のコード：-V あるいは –W） 
SC210G（「測定範囲」のコード：-V あるいは –W）

電磁導電率 (ISC) 測定 
ISC40SJ（「形状」のコード：-TW）

なお、上記の FLXA202 との組み合わせ専用の TIIS 本質安全防爆仕様コードの検出器は、
FLXA202 以外の TIIS 本質安全防爆形の伝送器（PH202SJ、SC202SJ など）とは、防爆規
格上組み合わせることはできません。

改訂履歴
2022年01月／2版

 組み合わせる pH 測定の検出器を追加（Page 8）
2021年01月／初版

 新規発行（IM 12A01A02-01　1.4 節より）

  横河電機株式会社
   〒 180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
    http://www.yokogawa.co.jp/


