
Bulletin 12Y01C01-00

◆厚生労働省告示 第261号および第318号の

自動測定法に対応
◆水道法施行規則第15条の

「濁度・色度・残留塩素」の毎日点検に対応

特　長
●濁度/色度計は
定期的な自動ゼロ校正を実施
（水道水質公定法対応）

●地球環境にやさしい無試薬タイプ

●直接一般下水への排水が可能

●冬場の凍結防止対策を考慮

●実績があり、
信頼性の高い検出器を使用

●pH 、水圧も測定可能



測定対象 ：上水道の給水栓、受水地点、給配水池などの浄水
測定方式 ：連続測定
試料水条件：温度 0～50℃

水圧 50～750 kPa
流量 150～500 ml/min
pH pH 6.5～7.5
導電率 100～300μS/cm
消費量 6.5～7 m3/月

（150 ml/minの場合、濁度、色度の検出器
校正周期により変化）

出力信号 ：アナログ出力：
4～20 mA DC絶縁伝送出力；
残留塩素の場合； 最大負荷抵抗550 Ω
濁度、色度の場合； 最大負荷抵抗550 Ω
（ただし、色度出力のマイナス側と濁度出力のマイナス側は共通）
pH、水圧の場合； 最大負荷抵抗600 Ω

接点出力：
保守中 1点、装置異常 1点

設置条件 ：周囲温度　-10～45℃
周囲湿度　85% RH以下

電源電圧 ：100 V AC ± 10%、50/60 Hz
消費電力 ：300 VA以下（ヒータ含む）
測定項目 ：

公定法対応：

（注）詳細はGS 12Y01C01を参照ください。

標準仕様 形名および仕様コード

 形　名 基本コード 付加コード  仕　様 

WM400 ------------- ------------- 自動水質監視装置 

システム構成 -S1    ------------- 濁度、色度、残留塩素 

  -S2    ------------- 濁度、色度、残留塩素、pH 

  -S3    ------------- 濁度、色度、残留塩素、水圧 

  -S4    ------------- 濁度、色度、残留塩素、pH、水圧 

出力  -NN  ------------- 4-20 mA DC出力 

構造   -TD ------------- 屋外設置用 

電源    -５ ------------- 100 V AC、50 Hz 

     -６ ------------- 100 V AC、60 Hz 

 ―     -A ------------- 常に"-A" 

付加仕様      /HE ヒータ付き＊1  

       /PSL ポリスチレン系粒子による校正＊2
 

注意事項：                
＊1: 周囲温度が-10～0℃になるところではヒータ付きを必ず指定してください。 
＊2: /PSLを選択しない場合、校正に使用する濁度標準液はカオリンです。 

外形寸法図

配管口 
 A： 排 水 口 VP25硬質塩化ビニルパイプ 
 B： 測 定 用 試 料 水 Rc1/2 
 C： 水圧測定用試料水 Rc1/2 
  （オプション） 
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単位：mm

（注1）手分析の精度は含みません。
（注2）ただし、測定レンジの0～1 mg/l
（注3）ただし、測定レンジ最大値≦5度

［スタイル：S4］

（注）精度とは基準条件において、標準物質（あるいはこれに代わる基準の測定法）
を用いてゼロ、スパン校正を行なった後、この間の任意の値を持つ標準物質（あ
るいは基準の測定法により値が既知の試料）を測定する場合に生じる最大誤
差の限界です。残留塩素の精度は、手分析精度の± 0.05 mg/lを含んだもの
です。残留塩素測定時には、機器の精度の他、測定値確認のための手分析精
度が含まれてしまいます。

項目 測定方式 測定範囲 最小スパン 精度（注） 

濁度  0～10度 1度 
± 0.08度または 
± 2%FSの大きい方 

色度  0～10度 5度
 
± 0.5度 

 
残留塩素

  
0～3 mg/l 1 mg/l

 ± 0.1 mg/l または 
     ± 5%FSの大きい方 
pH ガラス電極法 pH 2～12 1 pH ± 0.15 pH 

水圧  0～1 MPa
  

± 2.5 kPa

回転電極式 
ポーラログラフ方式 

2光路透過光 
比較演算方式 

半導体ストレイン 
ゲージ方式 

1 MPa 
（固定） 

2光路透過光 
比較演算方式 

項目 定量下限値（変動係数10%） 保守管理基準 
濁度 0.1度以下 ± 0.1度以内（注3） 
色度 0.2度以下 ± 0.5度以内 
残留塩素 0.05 mg/l以下 ± 0.05 mg/l以内（注1）（注2） 
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