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■ 概　要
EXAxt 450 シリーズは、横河 EXA シリーズの優れた
機能性と使いやすさを兼ね備えた分析計です。
EXAxt 450 シリーズの特長は、そのヒューマンマシン
インタフェース（HMI）にあります。大型・高分解能
のグラフィック画面とタッチパネル操作であらゆる
情報を見ることができます。簡単で、わかり易い日
本語対応の画面からアプリケーションに最適な設定
を行うことができます。
EXAxt 450 シリーズには電流出力や接点出力で行う PID 制
御機能があります。電流出力は 2 点あり、プロセスに応じ
た出力を設定できます。また HART® 通信機能を装備し
ています。接点出力では、パルス周波数制御またはデュー
ティサイクル制御が選択可能です。
PH450G は校正標準テーブルを内蔵し、温度補償機能、
安定性チェック機能を備え、高精度な pH 測定を実現
しています。pH 測定の他にも、温度や酸化還元電位

（ORP）の測定もできます、また洗浄機能が装備され
ています。検出器の診断機能として pH 電極と比較電
極の両方のインピーダンスをモニタリングし、高い
信頼性と繰返し性を確保しています。さらに、洗浄
機能に連動した応答チェック機能で、最小限の保守
で正確な測定を実現しています。PH450G は、一般用
だけではなく、純水用としても使用できます。

■ 特　長
・ 見やすい大画面。簡単なメニュー構造、高分解能グ

ラフィック表示、タッチパネル。
・ 日本語対応の対話型操作画面
・ トレンドグラフ表示（最大 2 週間分）
・ 校正データ、設定変更、警報などを記録するログブッ

クメモリ機能
・ プロセス温度補償
・ 校正用標準液設定可
・ pH 校正用標準液テーブル（3 種類）内蔵
・ 電流出力 2 点、SPDT リレー接点（表示インジケータ付）4 点
・ 防水構造（IP66/NEMA 4X）。屋外設置可。パネル取付け可。
・ 計量法検定付もご指定により可能

■ システム構成

図1 システム構成（一般用）

検出器類

アクセサリ

ホルダ、洗浄付ホルダ

洗浄なし 超音波洗浄
ジェット洗浄
ブラシ洗浄

洗浄なし 超音波洗浄
ジェット洗浄
ブラシ洗浄

〈無洗浄〉 〈ジェット洗浄器付き〉
洗浄補器

●KCl拡散形
　PH8ERP/OR8ERG

●KCl補給形
　PH8EFP/OR8EFG

●PH4/OR4シリーズ
　ポリマー電解質　PH4P/PH4PT/OR4P
　化学プロセス用　PH4C/PH4CT/OR4C
　耐フッ酸　PH4F/PH4FT

●センサスタンド ●チェック用試薬
　およびKCl

●ガイドパイプ
　PH8HG

●引き上げ形ホルダ
　HH350G

●傾斜形フロートホルダ
　PB350G

●垂直形フロートホルダ
　PB360G

●流通形ホルダ
　PH8HF

●超音波発振器
　PUS400G

PH8AX/OR8AX

●潜漬形ホルダ
　PH8HS

変換器

●4線式 pH/ORP変換器
　PH450G

フロート

pH/ORP 検出器は GS12B07B02 を、PH4/OR4 シリーズ pH/ORP 検出器は GS12B10B00-01JA を、ホルダや洗浄装置
類については GS12J05C02-00 を参照してください。

pH/ORP変換器pH検出器 ホルダ アクセサリ
PH8AX●純水用

　PH8HH
●純水用
　PH8EHP

●4線式 pH/ORP変換器　PH450G
●センサスタンド ●チェック用試薬

　およびKCl

図2 システム構成（純水用)
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■ 標準仕様
(A) 入力仕様

入力インピーダンス（1012 Ω以上）

(B) 測定範囲
pH ： -2 ～ 16 pH
  （/K（計量法検定付）では、0 ～ 14 pH の範囲）
ORP ： -1500 ～ 1500 mV
rH ： 0 ～ 100 rH（*1）

*1： rH とは、pH の影響を考慮した、液体の酸化力の
程度を表す指標です。pH と ORP の値から近似計
算して表しています。

温度：
Pt1000 ： -30 ～ 140℃
Pt100 ： -30 ～ 140℃
350 Ω PTC ： -30 ～ 140℃
5.1 k Ω PTC ： -30 ～ 140℃
6.8 k Ω PTC ： -30 ～ 140℃
10 k Ω PTC ： -30 ～ 140℃
8.55 k Ω NTC ： -10 ～ 120℃
3 k Ω PTC ： -30 ～ 140℃

(C) 性能（変換器に模擬入力を入力した場合の性能）
pH 直線性 ：  ± 0.02 pH
 繰返し性 ：  ± 0.02 pH
 精度 ：  ± 0.02 pH
ORP 直線性 ：  ± 1 mV
 繰返し性 ：  ± 1 mV
 精度 ：  ± 1 mV
温度（Pt1000、350 Ω PTC、5.1 kΩPTC、6.8 kΩPTC、
 10k Ω PTC、8.55 k Ω NTC、3 kΩPTC）
 直線性 ：  ± 0.3℃
 繰返し性 ：  ± 0.1℃
 精度 ：  ± 0.3℃
温度（Pt100）
 直線性 ：  ± 0.4℃
 繰返し性 ：  ± 0.1℃
 精度 ：  ± 0.4℃

注： 上記値に伝送出力精度として± 0.02 mA が加算されます。

(D) 性能（pH 検出器と組み合わせた場合）
繰返し性 : ± 0.05 pH
応答性 : 10 秒（90% 応答時間、20℃に温度平衡
  した pH 検出器および標準液を使用し、
  十分に攪拌した場合）
精度 : ± 0.1 pH（PH8EFP、PH8EHP を使用した場合）
  ± 0.15 pH
  （上記以外の弊社製標準検出器を使用した場合）

(E) 出力信号
概要： 2 点、4 ～ 20 mA DC、絶縁出力、
 マイナス側は共通、最大負荷 600 Ω
 （mA1 出力に HART® 通信 (HART 5) を重畳）
出力項目： pH、温度、ORP、rH から選択
 （直線または非直線 21 ステップ出力）
制御機能： PID 制御
バーンアウト機能：フェイル信号用バーンアップ（21.0 mA）
       またはバーンダウン（3.6 mA）
ホールド： 校正、設定時の電流出力ホールド（直

前値または固定値）

(F) 接点出力
概要 ： 4 点、SPDT リレー接点、表示インジケータ付
接点容量 ： 最大値 100 VA、250 VAC、5 A（注）

最大 50 W、250 V DC、5 A（注）
注： 接点出力電流が 4A を超える場合、周囲温度は

40℃未満であること。
接点状態： 上限 / 下限プロセス警報（遅延時間およ

びヒステリシス設定可能）、制御、異常
制御機能： On/Off 制御
 PID デューティサイクル制御またはパ

ルス周波数制御
洗浄 ： 手動洗浄または洗浄サイクル開始用接点
ホールド： 校正、洗浄、設定時のホールド状態

の接点出力
フェイルセーフ：接点 S4 はフェイルセーフ接点

(G) 接点入力
1 点、リモート洗浄サイクル開始

(H) 温度補償
機能： 自動または手動、温度補償係数設定可、

任意設定マトリクスまたは NEN6411
(I) 校正

半自動校正、1 点 /2 点校正、NIST（JIS）、US、
DIN 校正用標準液表（pH ４、７、9）内蔵、
校正用標準液テーブルユーザ任意設定可、
自動安定性チェック機能付手動校正

(J) ログブック
履歴や診断データを記録。
画面および HART® 通信から閲覧可能。

(K) 表示
LCD（320 × 240 ピクセル）、LED バックライト付、
タッチパネル

(L) 外形
寸法： 144（W）× 144（H）×約 144（D）mm
本体質量： 約 1.5 kg

(M) ハウジング
ケース ： アルミニウム鋳物、ポリウレタン焼
   付け塗装
カバー ： ポリカーボネイト
窓 ： ポリカーボネイト
構造 ： IP66、NEMA 4X

注： 屋外設置で直射日光が当たる場合、日除けフード
（付加仕様「/H5」）をご使用ください。

塗色： シルバーグレイ（マンセル 3.2PB7.4/1.2 相当）
ケーブルグランド： M20（出荷時には本体に取付けられ
        ていません。ユーザで取付けてくだ
        さい。ケーブル外径 6 ～ 12 mm）
取付け金具：パイプ、パネル、壁取付け（ステン

レス金具、オプション）
 コンジット工事用アダプタ（オプション）
 G1/2 または 1/2NPT

(N) 電源
PH450G-A： 定格電圧：100 ～ 240 V AC
 （許容範囲：90 ～ 264 V AC）
 定格周波数：50/60 Hz
 （許容範囲： 50 Hz ± 5％、60 Hz±5％）
 消費量：15 VA



GS 12B07C05-01 6th Edition

3

All Rights Reserved. Copyright © 2008,  Yokogawa Electric Corporation 2017.07.07-00

PH450G-D： 定格電圧：12 ～ 24 V DC
 （許容範囲：10.8 ～ 26.4 V DC）
 消費量： 10 W

(O) 安全規格、EMC および RoHS 適合性
安全： EN 61010-1
 EN 61010-2-030
 EN 61010-2-201
 CAN/CSA C22.2 No.61010-1
 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-030
 CAN/CSA IEC 61010-2-201
 UL 61010-1
 UL 61010-2-030
 UL 61010-2-201
EMC： EN 61326-1 Class A, Table 2
 EN 61326-2-3
 EN 61000-3-2 Class A
 EN 61000-3-3
 RCM: EN61326-1 Class A
 韓国電磁波適合性基準 Class A
RoHS： EN 50581

注： 本計器はクラス A 製品であり、工業環境用に設計さ
れています。工業環境以外でのご使用はできません。

設置高度： 2000 m 以下
設置カテゴリ（IEC 61010 による）：II (*1)
汚染度（IEC 61010 による）：2 (*1)

*1： 設置カテゴリ（過電圧カテゴリともいう）は、イ
ンパルス耐電圧レベルを示します。カテゴリ II は
電気機器に適用されます。

 汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のあ
る固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示しま
す。汚染度 2 は、通常の室内環境に適用されます。

(P) 環境条件
周囲温度： -20 ～ 55℃
保管温度： -30 ～ 70℃
周囲湿度： 10 ～ 90％ RH（40℃）（ただし、結露

しないこと）
(Q) その他

データ保護： EEPROM（設定データ、ログブック保
存用）、リチウム電池（時計用）

ウォッチドッグタイマ：マイクロプロセッサチェック用
電源異常時： 測定モードにリセット
自動安全装置：自動復帰機能（10 分間タッチパネル

操作がないと測定モードに自動復帰）

■ 計量法付 pH 計仕様
・ KCl 補給形 pH 検出器のガラス電極単体および pH

変換器に対してのみ適用できます。
・ 精度：下記の検定公差を満足しています。

検出部：起電力の理論値からの差 3 mV/1pH
指示部：0.05 pH

・ 検定の有効期限
検出部：検定合格の翌月 1 日から 2 年間
指示部：検定合格の翌月 1 日から 6 年間
注： 計量法検定付きの場合、検出器は、PH8EFP*/K を選択

してください。詳細は、GS 12B07B02 を参照ください。

■ 機能説明

画面と操作インタフェース
画面は高分解能でバックライト付のグラフィック表
示、操作はタッチパネル式です。画面上の表示や右
側のグラフィックキーをプッシュボタンのように触
れて操作します。

メイン画面
タグ:EXAxt PH450

7.00
25.0

pH

236.0 mV

「トレンド画面」へ

「詳細画面」へ第1表示項目

第2表示項目
第3表示項目

「機器状態画面」へ

「機器設定画面」へ

+

WASH

HOLD
S4S3S2S1

メイン画面の表示
測定値： 第 1 表示項目（大きな文字、ユーザ選択）
測定値： 第 2、第 3 表示項目（小さな文字）
単位
タグ No.（ユーザ設定可）
追加テキスト（英数字で設定、ユーザ設定可）
接点出力状態
ホールド / 洗浄状態表示
主要機能キー

　トレンド画面

PH

pH

12.00

8.40

5.60

2.50 9.10 pH

450

最小値

最大値
平均値

最小値

最大値

平均値

時間

タグ：

トレンド画面の表示
時間軸（ユーザ設定可、15 分～ 2 週間）
測定値軸（ユーザ設定可）
タグ No.
現在測定中の値
単位時間における測定値の平均、最大、最小値

（表示時間軸 /51）
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　詳細画面

次へ

ここを押す

20

12

4

mA1

10.40

20

12

4

mA2

8.00

S1

S2

S3

S4

C NC

NO

C NC

NO

C NC

NO

C NC

NO

詳細画面

詳細画面では、出力状態がわかりやすくグラフィッ
ク表示されます。［次へ］を押すと、ログブックデー
タが表示されます。

　機器状態画面

変換器や検出器の診断情報が表示されます。

異常なし

注意： 注意が表示されたら，保守が必要です。
 

故障： 故障を示します。このキーを押すと故障の
 詳細情報が表示され，問題解決のためのト
 ラブルシューティングガイドラインが表示さ
 れます。

電極の汚れ

液アースの断線
電極が測定液に浸漬していない
電解液不足

電極の洗浄、電極の測定状態の
確認
電解液タンクの確認

対策

一般的エラー：

入力 2 抵抗が高い

　 エラー内容
　 機器内部情報

　機器設定画面

機器の校正、設定を行います。これらの操作はパス
ワードで保護することができます。
例

EXAxt PH450
実行 :
 　校正 / 洗浄
 　ホールド

セットアップ :
 　機器設定
 　言語を変更する
 　濃度

ログブック読み込み：
  電極データ 校正
  出力データ mA1

■ 機能の特長
故障検知
PH450G には、バーンアウト機能（NAMUR 勧告 43
準拠）があります。電流出力を以下のように制御して、
電流出力を故障検知に使用することをお勧めします。

4 ～ 20 mA ： 測定レンジ
3.8 ～ 4 mA ： アンダフロー検知
20 ～ 20.5 mA ： オーバフロー検知
≦ 3.6 mA ： 故障検知
≧ 21 mA ： 故障検知

電極チェック
(1) オンラインチェック
リアルタイムな検出器チェックは PH450G 変換器の
最も重要な機能の一つです。内蔵された特殊な回路
により、液体アース極と各電極間に交流電圧を印加
し、センサに異常がないか監視できます。測定電極（pH
ガラス電極または ORP 金属電極）と比較電極のイン
ピーダンスをそれぞれ別々に測定し、測定値を設定
値と比較しチェックします。
(2) 故障検知
pH 電極のインピーダンスをチェックしてガラス膜の
破損の有無を検知します。
ORP 電極のインピーダンスをチェックしてセンサ
ケーブルの断線を検知します。また、比較電極のイ
ンピーダンスもチェックして液絡部の汚れ、比較溶
液の汚染、電極の浸漬の有無やセンサケーブル断線
を検知します。
これらの故障が発生した場合、出力信号はバーンアッ
プ（21 mA）またはバーンダウン（3.6 mA）の電流
出力が伝送され（機能を有効にした場合のみ）、画面
に故障を表示させることができます。
(3) オフラインチェック
pH 測定システムの校正中に、電極の応答を測定し、
感度およびドリフトを計算し、チェックします。ORP
測定システムの校正中には、電極のドリフトを計算
し、チェックします。上記のいずれかがリミット値
を超えていたら、エラーとして通知されます。
オンラインチェックとオフラインチェックの組合せ
により、測定の全ての状態をモニタして、測定内容
に異常があった場合、早急に警告を発します。

2017.07.07-00
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液絡部目づまり

液面低下（ORP計のみ） センサ部断線

ガラス膜破損（pH計のみ）

プロセス温度補償
EXAxt 450 は自動温度補償機能を内蔵しています。8
種類の温度センサから選択でき、初期値は Pt1000 で
す。温度補償は pH 検出器のスロープ（感度）に及ぼ
す測定液の温度の影響を補正するものです。ネルンス
ト式対応の温度補償や溶液に対応した温度補償機能も
あります。水溶液の解離定数が温度によって変化す
るために pH は温度に強く影響されます（図 3 参照）。
このため中心点が pH7 からシフトします。溶液の pH
を正確に制御するためには温度変化に対する補正が必
要なので、基準温度換算機能を装備しています。
PH450G には、以下の 3 種類の温度補償機能が内蔵さ
れています。

(1) 直線温度補償係数
(2) マトリクス温度補償
(3) NEN6411 による補償

(1) 直線温度補償係数
測定液の化学的性質が未知の場合に使用します。サ
ンプルを抽出し、2 点の異なる温度で pH を測定して
温度係数を算出します。温度係数は、温度 1℃あたり
の pH のドリフト分（⊿ pH/ ⊿ T）として設定されます。
(2) マトリクス温度補償
分析計の測定レンジ内で温度係数が変化することが
実験的に既にわかっている場合に使用します。マト
リクスは、温度 5 点におけるサンプルの pH からなる
25 点で構成されています。
(3) NEN6411
この温度補償は、アルカリ性ボイラ給水における pH
測定のアプリケーション等で有効です。

2017.07.07-00

10ºC
25ºC
40ºC
80ºC

15

13

11

 9

 7

 5

基準温度でのpH

5      6     7     8      9    10   11   12   13    14

プロセス温度でのpH 

80℃でpH 9.8になる

25℃でpH 11.0

図 3 プロセス温度での pH 値

洗浄機能
洗浄機能を実行すると、ポンプや電磁弁が作動して
pH/ORP 検出器に洗浄液が流れ、検出器に付着した汚
れが除去されます。付着している汚れのほとんどは、
検出器を酸性溶液に浸漬させるだけで除去すること
ができます。PH450G には洗浄中自動ホールド機能が
あり、洗浄中、出力が一定値に保持されます。
接点出力 4 点のうち 1 点を使用して洗浄用にポンプ
を作動させたり電磁弁を開いたりすることができま
す。洗浄周期は、設定されたタイマにより入力接点
が閉じられることで、またはキー操作による手動で
開始されます。洗浄が終了すると、検出器の動的特
性をモニタリングする応答チェックが行われます。
このチェック機能により、pH 検出器の応答性が良好
に維持され、最適な洗浄ができます。

出力機能
電流出力の 2 点それぞれに、以下の機能のいずれか
を設定することができます。

出力（直線または非直線の表出力）、制御（PID）、
模擬（% 出力）、オフ

接点出力に、下記の機能のひとつを設定することができます。
制御、警報、ホールド、洗浄、異常、模擬

制御（PID 制御）
比例制御動作では、設定値と測定値との差に比例する出力
信号が生成されます。比例制御により誤差が増幅され、測
定値は目標設定値の方へ移動します。比例制御は誤差を減
少させるもので除去するものではありません。そのため、
比例制御動作には手動リセットがあります。手動リセット
は定常偏差を除去するためのものです。
積分制御では、設定値と測定値の（負荷）変化が累積され
ます。積分時間にはアンチワインドアップ機能が付いてい
ます。コントローラの PI 部分の出力が制御範囲外（-5％
未満または 105％超）である場合、I 部分は停止となります。
微分制御では、測定値のスロープ（変化度）に従ってオー
バシュートが最小限になります。微分制御により「変化度」
に応じたフィードバックが起こり、ダンピングが大きくな
ります。
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デューティサイクル制御
デューティサイクル制御は、通常、電磁弁の動作や
注液ポンプの連続運転に使用されます。オンオフ周
期は 1 秒から 30 分の間で設定可能です。オンオフ比

（デューティサイクル）は PID 制御機能により制御さ
れています。

100

50

0

ton toff

50% 50%

% コントローラ出力

レンジ

デューティサイクル

ton > 0.1 sec

デューティサイクル

toff > 0.1 sec

デューティサイクル

デューティサイクル制御

パルス周波数制御
薬液を拍動注液ポンプで供給するときに使用します。
１パルスが試薬の一定量を表します。1 分当たりの最
大パルス数を、1 ～ 120 パルス / 分の間で選択します。
パルスの周波数は PID 機能によって決まります。機
器設定メニューで、［比例帯］、［積分時間］、［微分時間］
を設定します。

100

50

0

% コントローラ出力

レンジ

0.3 s

最大パルス周波数

50％パルス周波数

パルスなし

0.3 s

パルス周波数制御

プロセス警報
測定値が設定した警報限界値を超えた場合に、接点
が切替えられます（励磁されます）。接点出力を On/
Off 制御にも使用できます。また上限値、下限値のい
ずれにも設定できます。
機器設定メニューで、[ 設定値 ]、[ 方向 ]、[ ヒステリ
シス ]、[ 遅延時間 ]、[ 警報制限時間 ] を設定します。

異常検知
接点出力に、測定異常等を知らせる異常検知機能を
設定することができます。自動診断機能により故障
や注意が認識されると、異常出力接点が切替えられ
ます（励磁されます）。

2017.07.07-00

洗浄
接点出力を利用して洗浄周期を制御することができます。
機器設定メニューで、[ 洗浄時間（Tw）]、[ 緩和時間（TR）]、
[ 洗浄周期 ] を設定します。
洗浄後、応答チェックが行われます。応答時間をチェッ
クすることで検出器の状態を診断します。緩和時間の
間に検出器の応答がモニタリングされ、緩和時間の 1/3
時間以内に半値に達しない場合、エラーが発生します。

pH

7.0 

4.5 

2.0 

良い検出器

劣化検出器

TW TR 

1/3 TR 時間

TW :洗浄時間
:緩和時間TR

図 4 洗浄後の応答チェック

■ 形名およびコード ［スタイル： S2］

形　名 基本
コード

付加
コード 仕　様

PH450G ･･･････ ･････ pH/ORP 変換器

電　源
電　圧

-A
-D

･････
･････

AC 電源（100 ～ 240 V AC）
DC 電源（12 ～ 24 V DC）

タイプ -J
-A

･････
･････

日本仕様
一般用（英語）

取付金具

フード
コンジット工事用

アダプタ
タグプレート

/UM

/U
/PM
/H5
/AFTG
/ANSI
/SCT
/K

汎用取付金具（ステンレス鋼）
（パネル、パイプ、壁取付用一式）

パイプ、壁取付金具（ステンレス鋼）
パネル取付金具（ステンレス鋼）
日除けフード付き（ステンレス鋼）(*2)
G1/2
1/2NPT
ステンレスタグプレート (*1)
計量法検定付

*1： /SCT でタグ No. を指定した場合、No. がタグプレー
トに記入され、変換器にも設定されます。

*2： 屋外設置で直射日光が当たる場合、日除けフード
をご使用ください。

■ 外部接続例

S1

S2

S4

S3

前列ケーブルグランド 後列ケーブルグランド

検出器

接点出力

電源

接点入力

mA1

mA2

出力信号 接点出力

HART
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■ 外形寸法図
14

4
24

.5
12

1.
5

20

M20ケーブルグランド
(出荷時には本体に取付けられていません)

接地端子（M4ねじ）

144

220184

20
72

A

D E F

B C

□フード（付加コード：/H5、左側面に切欠きがあります）

A：出力信号用
B：接点入力用
C：検出器ケーブル用
D：接点出力（S1、S2）用
E：接点出力（S3、S4）用
F：電源用

□  コンジット工事用アダプタ（オプション）
　（付加コード：/ AFTG、/ ANSI）

□ G1/2 めねじ（/AFTG）、□ 1/2NPT めねじ（/ANSI）

49アダプタ

M20ケーブルグランドの代わりにコンジットアダプタ
に付属したケーブルグランドを使用します。

約55

4×M6めねじ
深さ 7

         

付加コード「/PM」の取付金具一式、
パネル取付け図（パネルカット）

138

138

M6

M6

M5

最小185

最
小

19
5

138
+1
  0

13
8+1   0

80

4x ø6.5

4x ø10
200

70
154.5

15

35

13

80

JIS 50A取付用パイプ

パイプ取付
（水平）

パイプ取付
（垂直）

壁・パイプ取付図 壁取付

付加コード：/U 取付金具一式（パイプ・壁取付用）

■ 端子割付

2 1
N L

AC

POWER
100-240 VAC/15 VA/  50/60Hz
FUSE: 500 mA/250 VAC/T

2 1
- +
POWER
12-24 V       /10 W
FUSE: 2A/250 VAC/T

(M3ねじ端子)

DC
supply

(+HART)

2017.07.07-00

単位： mm
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■ 結線

OR8EFG
OR8ERG

*2

WTB10-PH3 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

一般用ORP検出器接続の場合

16
15
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16PH8EFP
PH8ERP
PH8EHP

*2

WTB10-PH3 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

15
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

一般用pH検出器接続の場合

*1： 中継端子箱は、PH450GをpH/ORP検出器から離して設置する場合のみ使用されます。
*2： このケーブルは中継端子箱の付加コードにより指定されます。

16
*215

13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16

SA405

PH4P
PH4F
PH4C

PH4P
PH4F
PH4C

*215
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16PH4PT
PH4FT
PH4CT

*215
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16OR4P
OR4C *215

13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16
15
14
13
12
11

15
14
13

PH4P
PH4F
PH4C
OR4P
OR4C

16
15
14
13
12
11

15
14
14
13
12
11

PH4PT
PH4FT
PH4CT

WTB10-PH3 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

WTB10-PH4 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

<PH4□ pH検出器
  測温抵抗体付きアダプタSA405を使用する場合>

WTB10-PH3 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

<OR4□ ORP検出器>

<PH4□ pH検出器
  測温抵抗体付きアダプタSA405を使用しない場合>

WTB10-PH3 *1
中継端子箱

PH450G
pH/ORP変換器

<PH4□T 測温体一体形pH検出器>

PH450G
pH/ORP変換器

<PH4□、OR4□ pH/ORP検出器>
PH4/OR4シリーズpH/ORP検出器の場合

中継端子箱（WTB10)を使用する場合

PH450G
pH/ORP変換器

<PH4□T 測温体一体形pH検出器>

*1： 中継端子箱は、PH450GをpH/ORP検出器から離して設置する場合のみ使用されます。
*2： このケーブルは中継端子箱の付加コードにより指定されます。
 中継端子箱のケーブル長と検出器のケーブル長は、合計で20m 以内になるように選択してください。

注： 測温抵抗体は内蔵していませんので、
 PH450Gの端子11、12 への結線はありません。
 端子16 への結線もありません。

注： pH 検出器ケーブル14 の2 本のケーブル芯線は、
 いずれもPH450Gの端子14 に接続します。
 端子16 への結線はありません。

2017.07.07-00
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9

記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

PH450G pH/ORP 変換器御引合仕様書
横河電機の PH450G pH/ORP 変換器のお引合いをいただき、誠にありがとうございます。該当する□内にチェッ
ク（）を入れて指定、　　　部分は記入して御照会くださいますようお願いいたします。

1. 一般事項
御社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御担当者：　　　　　　　　　　　御所属：　　　　　　　　　　　（TEL：　　　　　　　　　　）
プラント名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
測定箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用目的：　□指示　□記録　□警報　□制御
電　　源：　　　　　V □ AC　　　　　　　Hz　□ DC　

2. 測定条件
（1）液温：　　　　　～　　　　　　　、通常　　　　　　［℃］
（2）液圧：　　　　　～　　　　　　　、通常　　　　　　［kPa］
（3）流量：　　　　　～　　　　　　　、通常　　　　　　［L/min］
（4）流速：　　　　　～　　　　　　　、通常　　　　　　［m/s］
（5）スラリーまたは汚れ成分：　□無　□有
（6）測定液名称：　　　　　　　　　　　　　　　　
（7）測定液成分：　　　　　　　　　　　　　　　　
（8）その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3. 設置場所
（1）周囲温度：　　　　　～　　　　　［℃］
（2）設置場所：　□屋外　□屋内　　　　　　　　　
（3）その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4. 御要求仕様
（1）測定範囲： □ pH0 ～ 14　□ ORP　　　　～　　　　mV  □　　　　　　　　　
（2）伝送出力： 4 ～ 20 mA DC   □ pH　□ ORP　□温度
（3）構成機器の選択： □検出器　□ホルダ　□変換器　□洗浄システム　□中継端子箱　□アクセサリ
（4）検出器ケーブル長： □ 3 m　□ 5 m　□ 7 m　□ 10 m　□ 15 m　□ 20 m　□　　　m
（5）検出器使用圧力： □ 10 kPa 以下　□ 10 kPa 以上
（6）ホルダ： □投込み形　□潜漬形　□流通形　□引き上げ形　□傾斜形フロートホルダ
（7）洗浄方式： □なし　□超音波洗浄　□ジェット洗浄　□ブラシ洗浄
（8）測定液温度：□ -5 ～ 105℃　□ -5 ～ 100℃　□ -5 ～ 80℃
（9）その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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