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閉鎖性海域，湖沼，河川などの環境水質の悪化を防止するため，水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全臨時措置法・湖沼

水質保全特別措置法などにより，排水の水質総量規制が実施されています。 

この法規制における水質基準の指標の一つである水質汚濁負荷量はCOD（Chemical Oxygen Demand）濃度と排水

流量との積で定義されており，一定規模以上の事業所はその汚濁負荷量を測定するとともに，その規制値を遵守すること

を義務づけられています。 

COD濃度の測定にはいろいろな方法がありますが，JIS手分析値との相関性，測定の連続性，測定装置の維持管理の容

易さ等を総合的に考えると，紫外線吸光光度方式の自動計測器が優れているといわれています。 

UV700Gは，従来機種UV400Gで採用の回転セル長変調方式を継承し，幅広い測定レンジとタッチパネルによる操作性

の向上,および高信頼性と優れた保守性を実現した，オンライン形の紫外線吸光光度方式の連続測定装置です。 

また，紫外線吸光光度を連続測定する計測器として，上記の水質汚濁測定以外にも上水プロセスでの有機物監視などの

用途が考えられ，その有用性が認められています。 

UV700Gは，回転セル長変調方式を採用しています。この方式は，

光源又は検出器を収納した2つの円筒セルが偏心回転し，変動

範囲内で周期的にセル長が変化します。回転する円筒セルにブ

ラシを設置し，測定しながら連続で洗浄します。また，最短セル長

からの変位長をセル長とするため，洗浄困難な汚れがセルに付

着した場合でも，汚れによる吸光度増加分が減じられ，試料のみ

の吸光度が得られます。 

左図のように円筒セルを2個，対に置いて，円筒の中心から偏心

させた位置に光源と検出器を設置します。その光源と検出器の

中心を回転中心として，2個の円筒セルを回転させることにより，

円筒セル間の距離（セル長）を連続的かつ周期的に変調させる

機構となっています。光源から検出器に入る信号は，最大セル

長時（θ＝180 ）゚と最小セル長時（θ＝0 ）゚の吸光度（出力）の差

を振幅とする交流信号となります。この信号の中には,振幅の中

心（平均値）の出力を持つ直流信号が含まれています。 

第5次水質総量規制では，従来のCODの規制に加え，全窒素・

全りんの2成分が規制されました。このためCOD，全窒素（TN），

全りん（TP）の3成分を監視，記録することが必要です。 

水質汚濁負荷量演算器LA450Gは，流量計およびCOD自

動測定装置または，有機汚濁物質測定装置，全窒素・全り

ん自動測定装置からの各信号出力を受信することによって，

汚濁濃度と流量値から1時間ごと，1日ごとの汚濁負荷量を

3成分同時に演算し，時報・日報をプリントアウトします。 

水質総量規制に基づく排水中の有機性汚濁物質のモニタ， 

上水の取水口での有機物測定による水質監視， 

プロセスライン中の有機物モニタに対応 

関連製品 関連製品 

測定原理 測定原理 

回転セル長変調方式機構 

偏心セルの回転中心 
光源の中心 

偏心セルの回転中心 
検出器の位置 

円筒セルの中心 
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※仕様の詳細はGS12K01E02-01を参照ください。  LA450G水質汚濁負荷量演算器 

UV700G UV計（有機性汚濁物質測定装置） 
UV700G

従来機種のUV400Gでは，オプションだったサンプル断時のアラー

ム機能が標準装備になりました。 

特 長 特 長 特 長 

サンプル断フロースイッチ入力標準化 

データメモリ機能を内蔵。1時間間隔で1

年間分のデータをメモリすることができます。

また，CF.カード（別売り）を用いてデータの

取り出し，PCへの取り込みが可能です。 

1年分のデータを自動記憶 

測定光路をさえぎることなくワイパーで連続してセルの洗浄を行い 

ます。このためセルの汚れによる指示誤差,間欠洗浄方式における

洗浄前後の指示差は見られません。 

特殊ワイパー方式による洗浄 

最小分解能が従来機種のUV400Gと比較して，0.0001Absと1桁

アップ。0-0.1Absのような低濃度測定にも使用できます。 

分解能が1桁アップ 
 

回転セル長変調方式を採用 簡単な操作画面 
●水質の汚れによる影響をセル長最

小時に常にゼロ点チェックすることに

より,ゼロ点のドリフトがありません。 

●セル長の変化による指示値を多

点測定することで,セル長の違いによ

る測定値を採取することができます。

これにより1台で,0～0.1Absの低濃度から0～5.0Absの高濃度ま

での幅広い測定レンジをカバーします。 

機器の操作はタッチパネルになっており,直

感操作で扱えます。また,対話式の画面設定

のため操作の迷いを解消できます。また,COD, 

TURB換算表示機

能によって,現場で

の指示確認を行う

ことができます。 



形　名 付加 
コード 

仕　　様 基本コード 

UV700G UV計（有機性汚濁物質測定装置）  
言語 日本語 -J

スタンション 無し 
簡易形架台 
標準自立形水質計架台 

N 
A 
B

日除けフード 
接液部チタン　＊1

/H 
/TN

常に-A-A－ 

付加仕様 

＊1：測定水に海水が含まれる場合や上水で塩素が含まれる場合に選択してください。 

■外形寸法図 
有機性汚濁物質測定装置UV700G-JB-A（標準自立形水質計架台の場合） 

 

■形名・MSコード 

単位：㎜ 

※仕様の詳細はGS12K01B02-01を参照ください。 
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特性 

■標準仕様 
測定対象 排水中の有機性汚濁物質， 上水道， 河川および一般プロセスなどにおける紫外線 

  吸光光度（有機物モニタ） 

測定項目 UV吸光度， VIS吸光度， COD換算濃度， 濁度換算濃度 

測定方式 2光路2波長セル長変調方式 

測定波長 紫外線（UV）253.7 nm  可視光線（VIS）546.1 nm 

分析部構造 流通型 

測定範囲 UV吸光度 / VIS吸光度0-0.1～0-5.0 Abs 

（セル10mm換算） 

表示器 LCD表示：320×240ドットバックライト付き白黒グラフィック液晶（タッチパネル式） 

表示内容 UV吸光度, VIS吸光度， UV-VIS吸光度， COD換算濃度， 濁度換算濃度 

表示分解能 0.0001Abs（設定で0.001Absに変更可） 

アナログ出力 点数 ： 3点 

  種類 ： UV吸光度， VIS吸光度， UV-VIS吸光度， COD換算濃度， 濁度換算濃度 

       より任意３点 

  仕様 ： 4～20mA DCまたは0～16mA DC選択可， 絶縁型出力（ただし， チャンネル 

       間は非絶縁） 

接点出力 点数 ： 6点 

  種類 ： 電源断（固定割当）， 保守中（固定割当）一括警報， COD上限警報， 

       濁度上限警報， 光源異常， サンプル断， 洗浄モータ異常， 分析計異常より 

       任意４点 

接点入力 点数 ： 2点 

　  種類 ： サンプル断フロートスイッチ入力， 時刻修正入力 

データメモリ 変換器本体に測定値のデータをメモリし， 保存データのCF.カードへの転送が可能 

  メモリ間隔 ： 1分または1時間 

  メモリ時刻 ： 毎正時 

  データメモリ容量 ： 1分間隔・・・約10日分， 1時間間隔・・・約1年分 

校正方式 ゼロ液， スパン液（アンプル入り校正液）による手動校正（ワンタッチ校正可能） 

洗浄方式 自動ワイパー洗浄（自動連続洗浄）  

使用条件 周囲温度 ： 0～40℃ 

  周囲湿度 ： 90% RH 以下 

  設置場所 ： 振動， 衝撃の少ない平坦で安定し， 保守スペースが確保できる場所。 

   雰囲気中にダスト， ミスト， 腐食性ガスなどを含まないこと。大気圧下。 

   直射日光の当たらない場所。換気のよいところ。高度2000ｍ以下。 

試料水条件 温度 ： 2～40℃（凍結しないこと） 

  圧力 ： 20～500kPa 

  pH   ： 4～10 

  流量 ： 2～20 l/min 

  濁度 ： 200度以下 

       ※試料水が凍結する恐れがある場合， 断冷保温措置を施工してください 

サンプリング装置架台 材質 ： 標準自立形水質計架台：炭素鋼板 

塗装  変換器 ： エポキシ変性メラミン樹脂焼付け， マンセル5PB8/1相当 

  標準自立形水質計架台 ： ポリウレタン樹脂焼付塗装， マンセル0.6GY3.1/2.0相当 

構造  屋外設置形（IP54相当） 

質量  変換器 ： 約5.0kg 

  検出器 ： 約5.6kg 

  標準自立形水質計架台（変換器， 検出器， オーバフロー槽組込み） ： 約47kg 

電源  100～230VAC±10%, 50/60Hz 

消費電力  100～120VAC　最大45VA   200～230VAC　最大60VA以下 

直線性 ±2%FS （ただし， 2.6～5.0Absの場合±5%FS） 

繰返し性 ±2%FS （ただし， 2.6～5.0Absの場合±5%FS） 

安定性 ±2%FS／24h （ただし， 2.6～5.0Absの場合±4%FS/24h） 

応答時間 1分以内（90%応答， サンプル流量5 l/min  のとき） 




