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パート A はじめにお読みください
このたびは，FieldMate をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は，FieldMate の「液分析計校正管理機能」について説明しています。
効率よく，正しくご使用いただくために，ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり，機能・
操作を十分に理解され，取扱いに慣れていただきますようお願いいたします。

「液分析計校正管理機能」は，FieldMate R3.04.00 よりサポートされています。

FieldMate のインストール方法および FieldMate の一般的な機能説明および操作方法につい
ては，「FieldMate 機器調整・設定・管理ソフトウェア」(IM 01R01A01-01) をお読みください。
またご使用される前に，4 線式液分析計「FLXA402」および SENCOM ™スマートアダプタ

「SA11」の取扱説明書をよく読み，機能・操作を十分に理解された後，製品をご使用いた
だきま すようお願いいたします。

タイトル IM No.
FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 IM 12A01F01-03JA

ご注意
 • 本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来，予告なしに変更することがあ

ります。また，実際の表示内容が本書に記載の表示内容と多少異なることがあります。
 • 本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づき

のことがありましたら，お手数ですが，当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
 • 本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。
 • ソフトウエアを同時に複数のコンピュータで使用することを禁止します。また，複

数の使用者によって使用することも禁止します。
 • ソフトウエアを第三者に譲渡することおよび貸与することを禁止します。
 • 当社は，ソフトウエアのパッケージを開封した時点で，オリジナルディスクに物理

的な欠陥がある場合を除き，いかなる保証も行いません。
 • 当社はソフトウエアの使用に関して直接または間接に生じるいっさいの損傷につい

て責任を負いません。
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商標
 • FieldMate，FLXA，SENCOM は，横河電機株式会社の登録商標です。
 • Microsoft，Windows，Internet Explorer および Excel は，米国 Microsoft Corporation

の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 • Adobe および Acrobat はアドビシステムズ社 (Adobe Systems Incorporated) の米国

およびその他の国における登録商標または商標です。
 • Ethernet は，Xerox Corporation の登録商標です。
 • Modbus は，AEG Schneider 社の登録商標です。
 • その他，ユーザーズマニュアルの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。
 • 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。
 • 本文中では，ロゴ，およびロゴマークでの表記はしておりません。

● 2018 年 11 月　初版発行
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A-1 本マニュアルで使用している記号
本書では，安全に関する次のようなシンボルマークとシグナル用語を使用しています。

警告 

回避しないと，死亡または重傷を招く恐れがある危険な状況が生じることが予見される
場合に使う表示です。本書ではそのような場合その危険を避けるための注意事項を記載
しています。

注意

回避しないと，軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状況が生じることが予見
される場合に使う表示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐れ，または計器を損
傷する恐れがある場合，その危険を避けるための注意事項を記載しています。

重要 

計器を損傷したり，システムトラブルになったりするおそれがある場合に，注意すべき
ことがらを記載しています。

注記 

操作や機能を知るうえで，注意すべきことがらを記載しています。
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パート B 概要
液分析計校正機能は，4 線式液分析計「FLXA402」および SENCOM ™スマートアダプタ「SA11」
用に専用画面を用意し，以下の機能を提供します。

■ ローカルディスプレイ機能
4 線式液分析計「FLXA402」の測定値や設定値，履歴表示などの操作を，グラフィカルな画
面と快適な操作性で行える環境を提供します。

重要 

本機能を使用するためには，FLXA402 が Bluetooth，Modbus TCP/IP，Modbus RTU (RS-485)
のいずれかをサポートしている必要があります。

重要 

ローカルディスプレイ機能は，FLXA402 との定周期のオンライン通信を前提としていま
す。例えば，PC の通信デバイスに十分な電力が供給されない場合には，ローカルディス
プレイ機能が正しく動作しません。本機能をお使いになる前に，下記をご確認ください。

 • Windows の電源管理で「スリープ」が無効であること。
 • PC の電源を接続しない場合は，バッテリが充電されていること。

■ SA11 とのダイレクトアクセス機能
SENCOM ™スマートアダプタ「SA11」と直接接続し，現場外でのセンサの校正や SA11 の設
定パラメータ管理を実現します。

重要 

FieldMate と SA11 の接続には，別途 Bluetooth I/F ボックス「IB100」が必要となります。

重要 

ダイレクトアクセス機能は，SA11 との定周期のオンライン通信を前提としています。例
えば，PC の通信デバイスに十分な電力が供給されない場合には，ダイレクトアクセス機
能が正しく動作しません。本機能をお使いになる前に，下記をご確認ください。

 • Windows の電源管理で「スリープ」が無効であること。
 • PC の電源を接続しない場合は，バッテリが充電されていること。

重要 

IB100 は，一定時間通信が行われないとスリープ状態になります。FieldMate と SA11 の
接続前に，IB100 が起動（前面ランプが点滅 ) していることを確認してください。スリー
プ状態の場合は，SA11-IB100 間のケーブルを再接続し，IB100 を起動してください。
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B-1 用語
重要な用語を下記に示します。

● 機器
本書における機器とは，変換器と検出器を総称したものです。

● 変換器
本書における変換器とは，FLXA402 を指します。

● 検出器
本書における検出器とは，アナログセンサ（pH，SC，ISC および DO）と SENCOM SA セ
ンサ (pH) および DO70G を指します。
アナログセンサと DO70G は変換器と接続して使用します。SENCOM SA センサは変換器
接続とダイレクトアクセス接続の両方が可能です。

● データベース機器
データベースに登録された論理的な機器を示します。

● データベース登録
データベース機器をデータベースに作成することです。
FLXA402 および SENCOM SA 専用機能では機器の自動認識を行い，オンラインでデータ
ベースに自動登録します。

● 機器保全情報
データベースに保存された機器情報です。機器に関する情報の他に，保全メモや関連ド
キュメント，操作履歴，機器パラメータ等の保全に関する情報を含みます。

● FieldMate メイン画面
FieldMate のメイン画面です。
接続中の FLXA402 や SENOCOM SA の一覧表示 / 機器状態表示（TOP 画面），データベー
スに登録されている機器一覧表示，各機器の機器保全情報の表示，機器パラメータ画面
の表示（機器ナビゲータ），操作履歴表示（操作ログ）など FieldMate を使用する上で中
心となる画面です。
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パート C 液分析計校正管理機能の開始
FieldMate 起動時に指定／設定を行う項目について説明します。

C-1 FieldMate 開始画面

● スタート画面
FieldMate 起動後に表示され，作業を開始するための画面です。

選択した作業の通信
設定を行います。

選択した作業を開始
します。

選択した作業を表示
欄に表示固定（ピン
止め）します。

作業選択画面にて作
業を選択します

過去に選択した作業
が表示されます。
行いたい作業を選択
します。

選択した作業の通信設
定内容を表示します。

選択した作業を表示
欄から消します。

図 C-1-1 スタート画面
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● 作業選択画面
作業の選択を行う画面です。本画面は初回起動時，またはスタート画面で作業選択を選ん
だ場合に表示されます。FLXA402 や SENCOM SA と通信する場合は，「センサの設定・校正」
を選択して，「次へ」ボタンを選択してください。

FLXA402やSENCOM 
SAと通信する場合に
選択してください。

図 C-1-2 作業選択画面
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● 通信選択画面
FLXA402 や SENCOM SA との通信を選択する画面です。
本画面は作業選択画面でセンサの設定・校正を選択すると表示されます。個々の設定内容
については，以降で説明します。

対象機器との通信プロ
トコルを選択します。

選択した作業の通信設
定内容を表示します。

作業選択画面に戻りま
す。

機器ナビゲータを表
示します。

選択した作業の通信
設定を行います。

選択した通信内容で
作業を開始します。

図 C-1-3 通信選択画面

● ログイン画面
ユーザ認証のための画面です。

図 C-1-4 ログイン画面

ログインを行う「ユーザ ID」，「パスワード」の入力を行います。*
 デフォルト（初期値）
 ユーザ ID：DefaultUser
 パスワード：デフォルトパスワード
*： ユーザ管理機能でユーザ追加を行っていない場合，本ダイアログは表示されません。
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■ 通信設定 

● FLXA402 Bluetooth 通信設定

起動
 • ログイン画面 → センサの設定・校正 → FLXA402 Bluetooth の設定より起動します。

保存ボタン

削除ボタン

接続確認ボタン

追加ボタン

キャンセルボタン

選択チェックボックス

COMポート選択
ボックス

アドレス入力
ボックス

シリアル番号
表示ボックス

メッセージ
入力ボックス

図 C-1-5 FLXA402 Bluetooth 通信

表 C-1-1 FLXA402 Bluetooth 通信表示項目一覧

項目 内容
COM ポート選択ボックス PC が認識している COM ポートが表示されます。接続したい COM ポート

を選択してください。
アドレス入力ボックス FLXA402 のアドレスを入力するボックスです。FLXA402 の Bluetooth 通信

時のアドレスは 1 に固定されているため変更の必要はありません。
シリアル番号表示ボックス 接続確認が成功すると FLXA402 のシリアル番号が表示されます。
メッセージ入力ボックス 任意のメッセージが入力できます。
接続確認ボタン 選択された COM ポートで通信ができるか確認します。
追加ボタン 接続確認が成功した場合に，ボタンを押すと接続先リストに追加します。
削除ボタン COM ポート情報を接続先リストから削除します。
選択チェックボックス 接続先を選択します。
保存ボタン 変更された設定を保存します。
キャンセルボタン 変更された設定を破棄します。
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 • 新規機器の追加方法
1. COM ポートを選択してください。
2. 接続確認ボタンを押してください。
3. 接続結果を確認してください。
 （ア）成功の場合，シリアル番号が目的の FLXA402 のものか確認してください。
 （イ）失敗の場合，通信環境を確認してください。
4. 必要な場合は，メッセージを記入してください。
5. 追加ボタンを押してください。
6. チェックボックスを選択してください。
7. 設定が終了したら，保存ボタンを押してください。

補足

FLXA402 と Bluetooth 通信を行う前には，対象となる FLXA402 と事前にペアリングを実施する必要があります。
FLXA402 とのペアリングについては，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作編 FLXA402 4 線式液分析計 変換器
操作 (IM 12A01F01-03JA) の「5.3 Bluetooth ペアリング」を参照ください。
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● FLXA402 RS485 通信設定

起動
 • ログイン画面 → センサの設定・校正 → FLXA402 RS485 の設定より起動します。

COMポート選択ボックス

ボーレート選択ボックス

パリティ選択ボックス

アドレス入力ボックス

ストップビットボックス

検索ボタン

デフォルトボタン 保存ボタン キャンセルボタン

開始・終了アドレスボックス

図 C-1-6 FLXA402 RS485 通信

表 C-1-2 FLXA402 RS485 通信表示項目一覧

項目 内容
COM ポート選択ボックス PC が認識している COM ポートが表示されます。接続したい COM ポート

を選択してください。
アドレス入力ボックス FLXA402 のアドレスを設定してください。
ボーレート選択ボックス FLXA402 のボーレートを設定してください。
パリティ選択ボックス FLXA402 のパリティを設定してください。
ストップビットボックス 適切なストップビットが自動的に選択されます。
開始・終了アドレスボックス 検索範囲を指定してください。
検索ボタン 検索範囲のアドレスを検索します。
デフォルトボタン デフォルト値に設定値が戻ります。
保存ボタン 変更された設定を保存します。
キャンセルボタン 変更された設定を破棄します。
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（FLXA402 のアドレスが分かっているとき）
1. 以下の項目を設定してください。
 COM ポート，アドレス，ボーレート，パリティ
2. 保存を押してください。

（FLXA402 のアドレスが分からないとき）
1. 以下の項目を設定してください。
 COM ポート，ボーレート，パリティ，開始アドレス，終了アドレス
2. 検索ボタンを押してください。
3. 検索結果を確認してください。
 （ア）成功した場合
 ■  所望の FLXA402 であった場合は，検索結果のアドレスを入力し保存を押して

ください。
 ■  所望の FLXA402 でなかった場合は，開始アドレスを変更し再度検索を行って

ください。
 （イ）失敗した場合，1. で設定した値に問題がないか確認してください。

補足

FLXA402 と RS485 通信を行う前には，使用する USB-RS485 変換器のドライバのインストールが必要な場合が
あります。ドライバのインストールについては，使用する USB-RS485 変換器の取扱説明書を参照ください。

補足

FieldMate のローカルディスプレイ機能を快適にお使いいただくために，ボーレートを 115200bps でお使い
いただくことを推奨します。なお，FLXA402 のボーレートの初期値は 9600bps です。ボーレートの変更方法
については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.6.1 MODBUS 設定」を参照ください。



IM 01R01A07-01JA

C-8	 	 ＜パート C		液分析計校正管理機能の開始＞

● FLXA402 Ethernet 通信設定

起動
 • ログイン画面 → センサの設定・校正 → FLXA402 Ethernet の設定より起動します。

選択チェックボックス

接続先入力
ボックス

シリアル番号
表示ボックス

メッセージ
入力ボックス

保存ボタン キャンセルボタン

追加ボタン

接続確認
ボタン

削除ボタン

チェックボタン

図 C-1-7 FLXA402 Ethernet 通信設定

表 C-1-3 FLXA402 Ethernet 通信表示項目一覧

項目 内容
接続先入力ボックス FLXA402 の IP アドレス / ホスト名を設定してください。
シリアル番号表示ボックス 接続確認が成功すると FLXA402 のシリアル番号が表示されます。
メッセージ入力ボックス 任意のメッセージが入力できます。
接続確認ボタン 設定されたアドレスで通信ができるか確認します。
追加ボタン 接続確認が成功した場合に，ボタンを押すと接続先リストに追加します。
削除ボタン アドレス情報を接続先リストから削除します。
選択チェックボックス 接続先を選択します。
チェックボタン 接続できるか確認できます。
保存ボタン 変更された設定を保存します。
キャンセルボタン 変更された設定を破棄します。

 • 新規機器の追加方法
1. FLXA402 のアドレスを入力してください。
2. 接続確認ボタンを押してください。
3. 接続結果を確認してください。
 （ア）成功の場合，シリアル番号が目的の FLXA402 のものか確認してください。
 （イ）失敗の場合，通信環境を確認してください。
4. 必要な場合は，メッセージを記入してください。
5. 追加ボタンを押してください。
6. チェックボックスを選択してください。
7. 設定が終了したら，保存ボタンを押してください。

補足

FLXA402 と Ethernet 通信を行う前には，事前に PC の Ethernet 通信設定を行ってください。
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● SENCOM SA Bluetooth 通信設定

起動
 • ログイン画面 → センサの設定・校正→ SA11 Bluetooth の設定より起動します。

セットボタン

保存ボタン キャンセルボタン

検索ボタン

COMポート選択
ボックス

検索対象No

開始・終了アドレス
ボックス

検索結果アドレス

デフォルトボタン

検索結果シリアル番号

アドレス入力
ボックス

通信設定選択

図 C-1-8 SENCOM SA Bluetooth 通信設定

表 C-1-4 SENCOM SA Bluetooth 通信表示項目一覧

項目 内容
通信設定選択 SA11 の通信設定を選択してください。
COM ポート選択ボックス PC が認識している COM ポートが表示されます。接続したい COM ポート

を選択してください。
アドレス入力ボックス SA11 のアドレスを設定してください。
検索対象 No 検索対象の番号を選択してください。
セットボタン 検索結果のアドレスを反映します。
開始・終了アドレスボックス 検索範囲を指定してください。
検索ボタン 検索範囲のアドレスを検索します。
検索結果アドレス 検索に成功したアドレスが表示されます。
検索結果シリアル番号 検索に成功したセンサーシリアル番号が表示されます。
デフォルトボタン デフォルト値に設定値が戻ります。
保存ボタン 変更された設定を保存します。
キャンセルボタン 変更された設定を破棄します。



IM 01R01A07-01JA

C-10	 	 ＜パート C		液分析計校正管理機能の開始＞

（SA11 のアドレスが分かっているとき）
1. 以下の項目を設定してください。
 通信設定，COM ポート，アドレス
2. 保存ボタンを押してください。

（SA11 のアドレスが分からないとき）
1. 以下の項目を設定してください。
 通信設定，COM ポート，IF Box No，開始アドレス，終了アドレス
1. 検索ボタンを押してください。
2. 検索結果を確認してください。
 （ア） 成功した場合，セットボタンを押し，結果を反映し後，保存ボタンを押してくだ

さい。
 （イ）失敗した場合，1. で設定した値に問題がないか確認してください。

補足

IB100 経由で SA11 と Bluetooth 通信を行う前には，対象となる IB100 と事前にペアリングを実施する必
要があります。IB100 とのペアリングについては，Model IB100 Interface Box (IM 12B06J09-01E-E) の「4-4 
Bluetooth アダプタのインストールについて」をお読みください。
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パート D ローカルディスプレイ機能

D-1 ローカルディスプレイ機能

● ローカルディスプレイ機能
ローカルディスプレイ機能では，FLXA402 にリモートで接続し，測定値や設定値，履歴
の設定や表示などの操作を専用画面で行えます。

ローカルディスプレイ機能は，機器を現場に設置する前にワークベンチなどの場所で調
整や設定を行う場合，あるいは機器が現場に据え付けられており現場で調整や設定を行
う場合に使用します。

ローカルディスプレイ機能を使用するためには，FieldMate と FLXA402 を接続する必要
があります。

接続については，
 • Bluetooth
 • Modbus TCP/IP
 • Modbus RTU (RS-485)

の 3 種類があります。それぞれの接続形式は，FLXA402 のオプションによりますので，
事前にご確認ください。

参照

FLXA402 のオプションについては，FLXA402 4 線式液分析計 (GS 12A01F01-01JA) を参照ください。
また FLXA402 の接続設定については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.6 上位
機器設定」を参照ください。
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D-1-1 Bluetooth 接続
FieldMate と FLXA402 を Bluetooth 経由で接続します。
FLXA402（Bluetooth オプション）と，Bluetooth 機能付きの PC にインストールされた
FieldMate を用意ください。
また，FieldMate と FLXA402 の間で Bluetooth のペアリングを実施してください。
下図に，FieldMate と FLXA402 の接続例を示します。

図 D-1-1 FieldMate と FLXA402 の接続例（Bluetooth 経由）
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D-1-2 Ethernet 接続
FieldMate と FLXA402 を Ethernet 経由で接続します。
FLXA402（Modbus TCP/IP オプション）を用意ください。
下図に，無線および有線での FieldMate と FLXA402 の接続例を示します。

Ethernet Ethernet

図 D-1-2 FieldMate と FLXA402 の接続例（Ethernet 経由）
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D-1-3 RS-485 接続
FieldMate と FLXA402 を RS-485 経由で接続します。
FLXA402（Modbus RTU (RS-485) オプション）を用意ください。
下図に，FieldMate と FLXA402 の接続例を示します。

RS-485

RS-485-
USB変換器

図 D-1-3 FieldMate と FLXA402 の接続例（RS-485 経由）
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D-2 ローカルディスプレイ TOP 画面
ローカルディスプレイの Top 画面は，変換器表示部と検出器表示部から構成されます。
また検出器表示部は，“+” “-” ボタンで，1 センサあたりの表示エリアを拡大・縮小する
ことにより，1 センサ表示，2 センサ表示，４センサ表示，8 センサ表示まで変更できます。

（あくまで大きさの目安であり，画面によっては余白ができる場合があります。）

1センサ表示 2センサ表示

4センサ表示 8センサ表示

図 D-2-1 ローカルディスプレイ TOP 画面表示例

変換器表示部：
変換器の状態表示/
操作を行います。
D-3，D-4参照

検出器表示部：
接続中の検出器の
状態表示/操作を行
います。
D-5参照

図 D-2-2 ローカルディスプレイ TOP 画面構成



IM 01R01A07-01JA

D-6  ＜パート D  ローカルディスプレイ機能＞

D-3 変換器表示部
変換器表示部は，それぞれ以下の機能を持ちます。

タグ

WASHボタン

Holdボタン操作メニュー

IO状態表示
エリア

アラーム
ボタン

図 D-3-1 変換器表示部構成

表 D-3-1 変換器表示部構成の一覧

表示部 機能概要
タグ 変換器のタグ名を表示します。最大半角英数字 12 文字

※センサ 1-1 のタグに設定された文字列を変換器のタグとして表示します。
アラームボタン 変換器および検出器の現在のアラーム状態をアイコンで表示します。また選択

することでアラーム画面が表示されます。
WASH ボタン 現在の WASH 状態をアイコンで表示します。また選択することで Wash 操作画

面が表示されます。
Hold ボタン 現在の Hold 状態をアイコンで表示します。また選択することで Hold 表示画面

が表示されます。
IO 状態表示エリア AO，接点出力，AI，接点入力の状態を表示します。この表示から IO に対する

操作はできません。＜ ＞を選択することでページを切り替えることができます。
変換器操作メニュー 変換器に対する操作メニューを表示します。メニュー内のコマンドを選択する

ことで，それぞれのコマンドが実行されます。
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D-3-1 アラーム

■ アラームボタン
アラームボタンは，機器のアラーム状態をアイコンで表示します。Normal 状態（エラー
なし）の場合も表示されます。
アラームボタンを選択すると，アラーム画面が表示されます。
アラームボタンのアイコン表示には，NE107 表示とレガシー表示の２種類があります。
変換器の設定「NE107 アラーム設定」が ON の場合，NE107 表示で表示されます。OFF
の場合はレガシー表示で表示されます。

表 D-3-2 アラーム状態とアラームボタンのアイコン表示の一覧

アラーム状態 NE107 アラーム設定 =ON 
（NE107 表示）

NE107 アラーム設定 =OFF
（レガシー表示）

Normal

Maintenace required

Function check 

Out of specifiction

Falure
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■ アラーム画面
アラーム画面は，変換器および検出器ので発生しているアラームの一覧を表示します。
変換器のアラームボタンを選択時は，画面起動時には変換器のアラームが表示されます。
検出器のアラームボタンを選択時は対応する検出器のアラームが表示されます。

ALLボタン
変換器と検出器の
すべてのアラーム
を表示します。

変換器ボタン
変換器のアラーム
を表示します。 アラーム状態表示

選択した変換器また
は検出器で発生して
いるアラームの一覧
を表示します。

検出器ボタン
選択した検出器
(1-1~2-4)ごとのアラ
ームを表示します。

図 D-3-2 アラーム画面

選択した変換器または検出器でアラームが１件も発生していない（全てが Normal の状態）
場合は，「エラーなし」と表示されます。
アラーム状態表示は，アラーム状態ごとに分類されて表示されます。また変換器の設定

「NE107 アラーム設定」が ON の場合，NE107 表示で表示されます。OFF の場合はレガシー
表示で表示されます。
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■ アラーム詳細表示
表示中のアラームを個別に選択すると，そのアラームの詳細説明や対策が表示されます。
詳細説明表示中のアラームを選択すると，通常のアラーム表示に戻ります。

図 D-3-3 アラーム詳細表示の例

● 特別なアラーム詳細表示
警報制限時間超過 1 ～警報制限時間超過 4 のアラーム詳細表示時には，対応するアラー
ムの解除用ボタン S1 ～ S4 が表示されます。このボタンを選択すると，対応するアラー
ムが解除されます。

S1ボタンを選択すると，
警報制限時間超過1が
解除されます。

図 D-3-4 特別なアラーム詳細表示の例（警報制限時間超過 1）
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● 検出器エラー番号
検出器のエラー番号は 3 桁 (YXX) からなります。先頭の１桁 Y はセンサコネクション番
号を，残りの 2 桁 XX はエラー番号（16 進数）を示します。
センサコネクション番号 Y の意味は以下の通りです。
0：センサ 1-1，1：センサ 1-2，2：センサ 1-3，3：センサ 1-4
4：センサ 2-1，5：センサ 2-2，6：センサ 2-3，7：センサ 2-4

補足

変換器や検出器のエラー番号については，FLXA402　4 線式液分析計 Modbus 通信 (TI 12A01F01-62JA) の「3. エ
ラー一覧」をお読みください。

D-3-2 手動洗浄

■ WASH ボタン
機器の洗浄状態を Active，Recovery，Off の 3 つのアイコンで表示します。
S1 ～ S3 のいずれかが WASH 状態の場合は WASH，Recovery 状態の場合は Recovery と表
示されます。S1 ～ S3 のすべてが OFF 状態の場合は OFF が表示されます。
WASH アイコンを選択すると，WASH 操作画面が表示されます。

参照

洗浄機能の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.4.3 洗浄」を参照
ください。

■ WASH 操作画面
変換器の WASH 状態を手動操作するための画面です。

WASH状態表示
S1~S3に対応する
WASH状態を表示し
ます。
OFF/Activeの2つが
あります。
Active：WASH状態が
WASHまたは
Recoveryの場合。
OFF：WASH状態が
OFFの場合。

WASH状態操作ボタン
S1~S3に対応する
WASH状態を表示し，
WASH状態の手動操作を
行うためのボタンです

閉じるボタン
WASH操作画面を
閉じます。

図 D-3-5 WASH 操作画面
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WASH 操作画面には，接点出力 S1 ～ S3 の出力設定 = 洗浄のものだけが表示されます。
出力設定 = 洗浄のものが１つも存在しない場合は，WASH 操作画面は空白となります。
また，変換器のリレーモジュール設定が「なし」の場合も，WASH 操作画面は空白とな
ります。

操作したい接点出力の移行したい洗浄状態を選択することで，WASH 状態の変更を指令
できます。

現在のWASH状態
を表します。

選択できるWASH
状態を表します。

選択できないWASH
状態を表します。

図 D-3-6 ボタンの表示と WASH 状態 / 操作可能状態

補足

WASH 中は Recovery のみ選択可，Recovery 中は Off のみ選択可，Off 中は Wash のみ選択可です。
変換器で複数の WASH を同時に実行することはできません。すでに WASH を実施中の場合は，他の接点出力
の WASH 操作は受け付けられません。
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D-3-3 Hold

■ Hold ボタン
現在の変換器の mA 出力の Hold 状態を Active，Off の 2 段階で表示します。mA 出力 1 ～
4 の Hold 状態のうち，１つでも Active ならば Active，すべて Off の場合は Off と表示します。
Hold アイコンを選択すると，Hold 操作画面が表示されます。

参照

Hold 機能の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.3.3 ホールド設定」
を参照ください。

■ Hold 操作画面
変換器の mA 出力の Hold 状態を手動操作するための画面です。

Hold状態表示
mA1～4に対応する
Hold状態を表示しま
す。OFF/HOLDの2つ
があります。

全Hold状態操作ボタン
mA1～4すべてのHold状態
を手動操作するためのボ
タンです。
全Holdボタン：
mA1～4のすべてをHold状
態に変更します。
全Offボタン：
mA1～4のすべてをOff状
態に変更します。

Hold状態操作ボタン
mA1～4に対応する
Hold状態を表示し，Hold
状態の手動操作を個別に
行うためのボタンです

図 D-3-7 Hold 操作画面

操作したい mA 出力の移行したい Hold 状態を選択することで，Hold 状態の変更を指令
できます。全 Hold ボタンを選択すると，すべての mA 出力の Hold 状態が Hold に移行し
ます。また全 Off ボタンを選択すると，すべての mA 出力の Hold 状態が Off になります。

補足

変換器のアナログモジュール設定が Advanced の場合は，Hold 操作画面に mA1 ～ mA4 の Hold 状態が表示
されます。BASIC の場合は，mA1，mA2 のみ Hold 状態が表示されます。
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D-3-4 IO 状態表示

■ IO 状態表示エリア
変換器の IO（AO，接点出力，AI，接点入力）の状態を表示するエリアです。
画面上のアイコン（  ）選択することで，表示内容を順に切り替えます。

図 D-3-8 IO 状態表示エリア（AO  →  接点出力 → AI → 接点入力）

参照

変換器の IO 機能の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4. 変換器設
定」を参照ください。

● 変換器の IO 構成と表示項目
IO 状態表示は，変換器の IO 校正により，表示項目が下記の通り変わります。

表 D-3-3 IO 構成と表示項目の関係一覧

アナログ
モジュール設定

リレー
モジュール設定 AO 接点出力 AI 接点入力

Basic なし 2 表示なし 表示なし 1
Basic あり 2 4 表示なし 1
Advanced なし 4 表示なし 1 2
Advanced あり 4 4 1 2
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■ AO 表示
現在の変換器の AO 状態を表示します。

AO出力表示
mA1～mA4の出力状態
をグラフで表示します
。通常出力は青色で，
Hold状態はグレーで描
画します。

Hold表示
Hold状態の場合はHoldと
表示します。

図 D-3-9 AO 表示

■ 接点出力表示
現在の変換器の接点出力状態を表示します。  は ON，  は OFF を表します。

接点出力表示
S1～S4の出力状態を
表示します。

図 D-3-10 接点出力表示
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■ AI 表示
現在の変換器の AI 状態を表示します。

AI出力表示
AIの出力状態をグラフ
で表示します。

図 D-3-11 AI 表示

■ 接点入力表示
現在の変換器の接点出力状態を表示します。 が ON， が OFF を表します。

接点入力表示
S1～S2の入力状態を
表示します。

図 D-3-12 接点入力表示
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D-4 変換器操作メニュー
変換器に対する操作メニューを表示します。メニュー内のコマンドを選択することで，
それぞれのコマンドが実行されます。下記に操作メニューの一覧を示します。

表 D-4-1 変換器操作メニュー一覧

コマンド名 機能概要
バックライト点滅 通信中の変換器の HMI のバックライトを点滅させる画面です。
ログブック 変換器のログブックの内容を表示します。
アラーム詳細 アラーム画面を表示します。
全 デ ー タ を FieldMate に
アップロード

変換器および検出器のパラメータを取得します。

変換器設定 変換器のパラメータの表示・設定をオンラインで行います。
テストモード 変換器の IO のテストおよびエラーの模擬出力を行います。
日付 / 時刻設定 変換器の日時設定を行います。
製品情報 変換器の製品情報（シリアル番号や Software Revition など）を表示します。
LCD 調整画面 変換器の HMI の調整画面を表示するよう要求する画面を表示します。
パスワード設定 変換器の実行パスワードおよび設定パスワードを設定します。
変換器通信切断 変換器との通信を切断します。

D-4-1 バックライト点滅
現在 FieldMate と通信中の変換器の HMI のバックライトを点滅させる画面です。

ONボタン
変換器のHMIのバックラ
イトを連続点滅させま
す。点滅はOFFボタンを
押すまで続きます。

OFFボタン
変換器のHMIのバック
ライト点滅動作を停止
します。

5秒間ボタン
変換器のHMIのバックライ
トを5秒間点滅させます。
点滅は5秒後に自動的に停止
します。

閉じるボタン
画面を閉じます。連続点滅
中に画面を閉じた場合，
連続点滅は継続します。

図 D-4-1 バックライト点滅画面

注記 

変換器の設定が「バックライト点滅 = 無効」の場合，バックライト点滅画面から点滅を
要求しても変換器の HMI は点滅しません。
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D-4-2 ログブック
ログブックの内容を表示します。変換器操作メニューから起動した場合は，ALL（変換器
およびすべての検出器のログブック）が最初に表示されます。

イベント：
発生したイベント名を表
示します。

付加情報：
イベントに対応する負荷
情報が存在する場合は，
それを表示します。

ログ数：
画面に表示されたログ数
です。

日時：
イベントの発生日時を表
示します。日時は変換器
の日時に基づきます。

図 D-4-2 ログブック画面

表 D-4-2 ログブック画面ボタン一覧

ボタン名 機能
ALL 変換器，センサコネクション番号 1-1 ～ 2-4 のすべてのログを表示します。
変換器 変換器のログを表示します。
1-1 ～ 2-4 選択したセンサコネクション番号のログのみ表示します。存在しないセンサコ

ネクション番号のボタンは表示されません。
閉じる 画面を閉じます。

注記 

変換器の「ログブック設定」表示する各分類の設定が Off のイベントは画面に表示されま
せん。表示する場合は事前に On に設定してください。

参照

・ ログブックに保存されるイベントについては，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA)
を参照ください。

・ ログブック設定については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.8 ログブック
設定」を参照ください。

補足

検出器操作メニューから起動時は，対応するセンサのログブックが最初に表示されます。
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D-4-3 アラーム詳細
アラーム画面を表示します。本メニュー選択時の動作は，変換器のアラームボタンを選
択した場合と同じです。

D-4-4 全データを FieldMate にアップロード
変換器および検出器のパラメータをアップロードし，FieldMate のデータベースに保存し
ます。

パラメータ選択：
パラメータをアップロード
する変換器および検出器を
選択します。検出器は現在
接続中のセンサコネクショ
ン番号が表示されます。

OKボタン
全パラメータアップロード
を開始します。

キャンセルボタン
画面を閉じます。全パラメ
ータアプロードは行いませ
ん。

図 D-4-3 全パラメータアップロード画面

パラメータアップロード中はプログレスバーが表示されます。完了するとプログレスバー
が閉じれられ，パラメータアップロードが完了したことを通知するメッセージが表示さ
れます。
保存されたパラメータは，変換器や検出器の機器管理情報の「SENCOM パラメータ」か
ら表示することができます。

補足

検出器操作メニューから起動時は，対応する検出器のパラメータのみをアップロードします。
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D-4-5 変換器設定
変換器のパラメータの表示・設定をオンラインで行います。画面を起動すると接続中の
変換器から現在のパラメータを通信経由で取得し，表示します。

設定メニュー選択：
設定メニューを選択
し，対応する設定項目
を表示します。

設定項目：
個々の設定項目を表示し
ます。また設定を編集し
ます。ReadOnlyの項目
はグレー表示されます。
画面に表示しきれない場
合は，スクロールバーが
表示されます。

編集中表示：
編集された設定値の表示
です。

範囲外表示：
編集された設定値が範囲
外の場合の表示です。

図 D-3-4 変換器設定画面

表 D-4-3 変換器設定画面ボタン一覧

ボタン名 機能
機器からアップロード 変換器から現在の設定値をアップロードします。
機器へダウンロード 現在の編集内容を確定し，変換器にダウンロードします。範囲外のパラメータ

が１つでも存在する場合はボタンが無効化されます。
ファイルからインポート 変換器設定画面からエクスポートしたファイルをインポートし，画面上に表示

します。
ファイルへエクスポート 現在表示中のパラメータをファイルにエクスポートします。範囲外のパラメー

タが１つでも存在する場合はボタンが無効化されます。エクスポートしたファ
イルは他の FieldMate の変換器設定にインポートすることができます。

閉じる 画面を閉じます。
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● 変換器設定メニュー一覧
表 D-4-4 変換器設定メニュー一覧

設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 第二階層 見出し 設定項目

電流入力設定 
(Ad) >

AI 用途 4.1
ダンピング時間
電流入力 上限 値
電流入力 下限 値

温度 4 mA
20 mA

圧力 4 mA
20 mA
圧力補償 *

接点入力設定 接点入力 1 機能 4.2
リモート洗浄
電流出力レンジ切替え

接点入力２ （接点入力 1 と同じ）
電流出力設定 mA1 > mA1（出力） mA1（出力） 4.3

センサ選択
プロセスパラメータ
出力設定
直線 0% 値
直線 100% 値
DI レンジ切替え 0% 値
DI レンジ切替え 100% 値
バーンアウト
ダンピング時間
出力表 > AO 出

力表画
面によ
るグラ
フィカ
ル設定

mA1（模擬） 模擬百分率
mA1（ホールド設定） ホールドの種類

固定値 mA
校正中／洗浄中ホールド

mA2 > （mA1 と同様）
mA3 (Ad) > （mA1 と同様）
mA4 (Ad) > （mA1 と同様）

接点出力設定 
(R) >

S1 (R) > S1 出力 S1 4.4
S1 警報 センサ選択

プロセスパラメータ
設定値
警報動作方向
ヒステリシス
遅延時間
警報制限時間

S1 洗浄 洗浄周期
洗浄時間
緩和時間
手動洗浄
Imp.2 洗浄 対象センサ
連続洗浄

S1 エラー センサ選択
エラー設定

S1USP センサ選択
S1 ホールド 電流出力
S1 模擬 模擬

S2 (R) > （S1 と同様）
S3 (R) > （S1 と同様）
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設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 第二階層 見出し 設定項目

接点出力設定 
(R) >

S4 (R) > S4 出力 S4 4.4
S4 警報 センサ選択

プロセスパラメータ
設定値
警報動作方向
ヒステリシス
遅延時間
警報制限時間

S4 エラー センサ選択
エラー設定

S4 模擬 模擬
画面表示設定 表示 1-1 表示 1-1 センサ選択 4.5

1 行目
2 行目
3 行目
表示画面名
追加テキスト１
追加テキスト 2
追加テキスト 3
お気に入り校正
導電率単位
抵抗率単位

表示 1-2 （表示 1-1 と同様）
表示 1-3 （表示 1-1 と同様）
表示 1-4 （表示 1-1 と同様）
表示 2-1 （表示 1-1 と同様）
表示 2-2 （表示 1-1 と同様）
表示 2-3 （表示 1-1 と同様）
表示 2-4 （表示 1-1 と同様）
スクリプト画面表示 スクリプト単位文字列 スクリプト 1 単位文字列

・・・・
スクリプト 8 単位文字列

注 2

小数点以下桁 スクリプト 1 小数点以下桁
・・・・
スクリプト 8 小数点以下桁

トレンドグラフ トレンドグラフ X 軸：時間間隔
第 1 トレンド センサ選択

プロセスパラメータ
下限値
上限値

第 2 トレンド （第 1 トレンドと同じ）
・・・・
第 8 トレンド （第 1 トレンドと同じ）

その他 > 自動復帰
バックライト自動消灯
モニタ画面
エラー表示 NE107

バックライト点滅 バックライト点滅
動作

上位機能設定 MODBUS 設定 > センサアドレス設定 (S) コネクション番号 1-1 ４.6
・・・・
コネクション番号 2-4

RS485 設定 変換器アドレス
伝送速度
パリティ
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設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 第二階層 見出し 設定項目

上位機能設定 HART 設定 > ループカレントモード ４.6
HART アドレス
PV ReadOnly
SV
TV
QV

Ethernet 設定 (E) > DHCP
IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ

その他設定 > 温度
圧力単位
日付フォーマット

エラー設定 変換器エラー設定 注 3 4.7
PH エラー設定
SC エラー設定
ISC エラー設定
DO エラー設定

ログブック設
定

変換器設定 注 3 注 4 4.8
センサ設定

注 1：参照項は，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の参照項を示します。
注 2：変換器の Software Revision1.0.1 ではスクリプトは使えません。設定しないでください。
注 3：エラー設定の設定項目の詳細は FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.7 エラー

設定」を参照してください。
注 4：ログブック設定の設定項目の詳細は FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.8 ロ

グブック設定」を参照してください。

● 変換器設定メニューの記号の意味
変換器メニューには様々な記号が付加されています。これらの記号は，変換器のハー
ドウエア構成や接続する検出器の種類等により，対象の項目が表示されなかったり，
ReadOnly になったりします。下記に記号とその意味について示します。

表 D-4-5 メニューの記号一覧

記号 意味
(S) SENCOM SA 用
(A) Analog sensor module 用
(R) Relay module 用

(Ad) IO (Advanced) 用
(RS) RS-485 用
(B) Bluetooth 用
(E) Ethernet 用
(*) DO70G モジュールでも使用可

注記 

変換器で機器設定や校正を実施中の場合は，FieldMate から変換器設定のアップロードや
ダウンロードができません。機器設定や校正を完了後 FieldMate から変換器設定を実施し
てください。
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D-4-6 テストモード画面
変換器の IO のテストおよびエラーの模擬出力を行います。出力，入力およびエラータブ
を選択することで，それぞれのテストを行います。

出力タブ：
AO(mA1~4)および接点出
力(S1~4)のテストを行い
ます。

入力タブ：
AIおよび接点入力(S1~2)の
状態の確認を行います。

シミュレーション中表示：
模擬出力中は「シミュレーシ
ョン中…」と表示します。

エラータブ：
変換器および接続中検出
器のエラー情報を模擬的
発生および解除します。

閉じるボタン
画面を閉じます。シミュレ
ーション中の場合はシミュ
レーションを解除します。

図 D-4-5 テストモード画面
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■ 出力テスト
AO (mA1 ～ 4) および接点出力 (S1 ～ 4) のテストを行います。

接点出力変更選択

AO出力値入力エリア

Setボタン

シミュレーションボタン
(AO)

シミュレーションボタン
(接点出力)

図 D-4-6 テストモード画面（出力）

表 D-4-6 テストモード画面（出力）機能一覧

ボタン名 機能
シミュレーションボタン
(AO)

mA1 ～ 4 のシミュレーションをそれぞれ開始 / 終了します。
SIM ボタンを選択するとシミュレーションを開始します。このときボタン表示
は Ope. に変わります。
Ope. ボタンを選択するとシミュレーションを終了します。このときボタン表示
は SIM に変わります。

AO 出力値入力エリア 対応する mA 出力を % で入力します。入力範囲は -2.5 ～ 112.5% です。
シミュレーション中のみ入力可能です。

Set ボタン シミュレーション中の AO 出力値を更新します。Set ボタンを選択することで，
AO 出力値入力エリアの値が mA 出力に反映されます。
シミュレーション中のみ選択可能です。

シミュレーションボタン
（接点出力）

S1 ～ 4 の接点出力のシミュレーションをそれぞれ開始 / 終了します。ボタン表
示の遷移はシミュレーションボタン AO と同じです。

接点出力変更選択 接点出力の ON/OFF 状態を変更します。シミュレーション中のみ選択可能です。

補足

・ 変換器のアナログモジュール設定 =BASIC の場合は，mA1 ～ 2 のみの表示になります。
・ 変換器のリレーモジュール設定 = なしの場合は，接点出力は表示されません。
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■ 入力テスト
AI および接点入力 (S1 ～ 2) の状態の確認を行います。本画面は表示のみです。

AI出力表示
現在のAI出力を表示
します。

接点入力表示
現在の接点入力(S1～2)
を表示します。

図 D-4-7 テストモード画面（入力）

補足

変換器のアナログモジュール設定 =BASIC の場合は，AI 表示なし，接点入力＝ S1 のみの表示になります。
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■ エラーテスト
変換器および接続中検出器のエラー情報を模擬的発生および解除します。

エラー発生状態選択

テスト開始/停止
ボタン

エラー発生状態選択

図 D-4-8 テストモード画面（エラー，右：変換器，左：検出器）

表 D-4-7 テストモード画面（エラー）機能一覧

ボタン名 機能
テスト開始 / 停止ボタン 変換器およびセンサのエラーテストを開始 / 停止します。

画面起動時は「テスト開始」です。テスト開始ボタンを選択するとエラーテス
トを開始します。また「シミュレーション中…」と表示されます。このときボ
タン表示は「テスト停止」に変わります。

「テスト停止」ボタンを選択するとエラーテストは停止します。また「シミュレー
ション中…」の表示が消えます。このときボタン表示は「テスト開始」に変わ
ります。

エラー発生状態選択 変換器や検出器に対応するエラーの発生 / 解除を行います。チェックボックス
を選択すると，エラーが発生します。選択解除するとエラーを解除します。シ
ミュレーション中のみ入力可能です。
エラーごとのアラーム状態は，変換器のエラー設定に従います。

参照

・ 変換器や検出器で検知するエラーについては，FLXA402 4 線式液分析計 Modbus 通信 (TI 12A01F01-62JA)
の「3. エラー一覧」を参照ください。

・ 変換器のエラー設定については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.7 エラー
設定」を参照ください。なお，変換器のエラー設定で「OFF」が設定されたエラーは，チェックボック
スを選択しても発生しません。
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D-4-7 日付 / 時刻設定
変換器の日時設定を行います。

日時設定：
変換器に設定する日時を指定し
ます。初期値はPCの日時です。

OKボタン：
日時の設定を実行します。

キャンセルボタン：
画面を閉じます。

図 D-4-9 日時設定画面

D-4-8 製品情報
変換器の製品情報（内部計器情報やソフトウエア Revision）などを表示します。

図 D-4-10 製品情報画面
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表 D-4-8 製品情報画面表示項目一覧

タブ名 項目 表示内容
メイン 計器番号 変換器のシリアル番号

MS Code 変換器の MS コード（先頭から 48 文字表示）
ソフトウエア Revision 変換器のファームの Revision
HART デバイス Revision 変換器の HART デバイス Revision

検出器 SENCOM SA 1-1 SENCOM SA1-1 のシリアル番号
・・・
SENCOM SA 2-4 SENCOM SA2-4 のシリアル番号
DO70G DO70G のシリアル番号

モジュール Housing ハウジングの内部シリアル番号
First sensor module アナログセンサモジュール 1 の内部シリアル番号
Second sensor module アナログセンサモジュール 1 の内部シリアル番号
IO module アナログモジュールの内部シリアル番号
COM. module (Ethernet) RS485 モジュールまたは Ethernet モジュールの内部計器番号

Comm. IP address Ethernet の IP アドレス
Subnet mask Ethernet のサブネットマスク
MAC address Ethernet の MAC アドレス
Device Name Bluetooth デバイス名

D-4-9 LCD 調整
変換器の HMI のタッチパネル調整画面の呼び出しと輝度調整を実施します。

タッチパネル調整画面呼
び出しボタン：
変換器のHMIに「タッチ
パネル調整画面」を表示
するよう指令します。

輝度選択：
HMIの輝度を10～100の
10段階で設定します。

閉じるボタン：
画面を閉じます。

輝度設定ボタン：
輝度選択に従い，HMIの
輝度設定を行います。

図 D-4-11 調整画面

補足

本画面は，HMI の輝度設定 =0 になった場合や，HMI のタッチパネルの調整情報に不整合が発生した場合など，
HMI の表示や操作が不能になった場合の復旧をサポートするための機能です。
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D-4-10 パスワード設定画面
変換器や検出器に対する設定 / 操作に対し，パスワードによる制限をかけます。パスワー
ドは設定パスワードと実行パスワードの２種類があります。本画面から両方同時に設定
可能です。最大半角英数字 12 文字まで設定可能です。空欄を設定した場合は，パスワー
ドが解除されます。
なお実行パスワードのみの設定は認められません。

Commisioningパスワード：
機器の設定に対し，パスワ
ードを設定します。

Executeパスワード：
機器の操作に対し，パスワ
ードを設定します。

保存ボタン：
入力したパスワードを保存
します。

閉じるボタン：
画面を閉じます。

図 D-4-12 パスワード設定画面

表 D-4-9 パスワードにより制限のかかる機能一覧

実行パスワード 設定パスワード
校正 変換器設定
WASH 検出器設定
Hold 調整画面
テストモード パスワード設定

■ パスワード確認画面
パスワード制限のかかっている操作を実行したときに呼び出される画面です。

パスワード入力：
パスワードを入力します。

オペレータ ID入力：
最大4文字のIDを入力しま
す。入力は省略できます。

入力ボタン：
パスワード入力を確定しま
す。入力パスワードが不正
な場合は，「入力パスワー
ドが間違っています。」と
表示されます。

閉じるボタン：
画面を閉じます。

図 D-4-13 パスワード確認画面
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D-4-11 変換器通信切断
メニュー「変換器通信切断」すると，現在接続中の変換器との通信を切断します。通信
が切断されると画面の更新が停止し，画面表示は下記の通りとなります

■ 通信切断後の画面表示

更新ボタン：
通信切断後に再接続
する場合に選択しま
す。再接続は，切断
前と同じ通信条件で
接続されます。

図 D-4-14 通信切断後の画面表示
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D-5 検出器表示部
検出器表示部は，それぞれ以下の機能を持ちます。

センサ
コネクション
番号

検出器種類
アラーム
ボタン

前ページ
ボタン

縮小ボタン

拡大ボタン

付箋

校正ボタン

トレンドグラフ
ボタン

検出器操作
ボタン

全表示ボタン 次ページ
ボタン

測定値

画面表示タグ

追加テキスト

図 D-5-1 検出器表示部構成

表 D-5-1 検出器表示部表示項目一覧

項目 内容
センサコネクション番号 表示項目として選択されたセンサコネクション番号 (1-1 ～ 2-4) を表示します。

「変換器」が選択された場合は「C」が表示されます。
検出器種類 表示中の検出器種類 (PH, SC, ISC, DO, DO70G) を文字表示します。表示項目が「変

換器」の場合は，非表示です。また，選択されたセンサコネクション番号のセ
ンサ種類を取得できない場合は，「NONE」と表示されます。

アラームボタン 表示中の検出器のアラーム状態を表示します。ボタン表示の詳細は変換器のア
ラームボタンを参照してください。表示項目が「変換器」の場合は非表示です。
アラームボタンを選択すると，対応する検出器のアラーム画面が表示されます。

画面表示タグ 変換器の画面表示設定に従い，タグを表示します。
測定値 変換器の表示設定に従い第 1 ～第 3 測定値を表示します。測定値が設定されて

いない場合は，「----」が表示されます。
追加テキスト 変換器の表示設定に従い第 1 ～第 3 までの追加テキストを表示します。
全表示ボタン 表示中の検出器のセンサ詳細画面を呼び出すボタンです。「変換器」が選択さ

れた場合は，非表示です。
付箋 表示中の検出器に対応するメモ情報を表示・入力します。
校正ボタン 表示中の検出器の校正を開始します。またボタン上には，前回校正日時が表示

されます（8 センサ表示除く）。表示項目が「変換器」の場合は選択できません。
トレンドボタン 第 1 ～第 3 までの測定値のトレンドを表示します。
検出器操作メニュー 表示中の検出器に対する操作メニューを表示します。各コマンドを選択すると

実行されます。表示項目が「変換器」の場合は選択できません。
前ページボタン 一つ前の表示エリアの検出器情報を表示する。
次ページボタン 一つあとの表示エリアの検出器情報を表示する。
拡大ボタン 1 ページに表示される検出器情報を１段階減らします。8 → 4 → 2 → 1 の順
縮小ボタン 1 ページに表示される検出器情報を１段階増やします。1 → 2 → 4 → 8 の順
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1 画面に表示される検出器数により，表示できる項目は以下の通り変化します。

表 D-5-2 1 画面の検出器数と表示項目有無一覧

1 センサ 2 センサ 4 センサ 8 センサ
センサコネクション番号 ○ ○ ○ ○
検出器種類 ○ ○ ○ ○
アラームボタン ○ ○ ○ ○
画面表示タグ ○ ○ ○ ○
測定値 3 測定値 3 測定値 3 測定値 1 測定値
追加テキスト ○ ○ ○ －
全表示ボタン ○ ○ ○ － *1

付箋 ○ ○ ○ ○
校正ボタン ○ ○ ○ ○
トレンドボタン ○ ○ ○ － *1

検出器操作メニュー ○ ○ ○ ○
前ページボタン ○ － － －
次ページボタン ○ － － －
拡大ボタン ○ ○ ○ ○
縮小ボタン ○ ○ ○ ○

○　表示あり。－　表示なし。
*1：対応する機能は検出器操作メニューから呼び出せます。

参照

検出器表示部の表示設定については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「4.5 画面表
示設定」を参照ください。
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D-5-1 センサ詳細画面
センサ詳細画面は，Top 画面に表示できない検出器のより詳細な測定値を表示します。「全
表示」ボタンを選択するとセンサ詳細画面が表示されます。

図 D-5-2 センサ詳細画面表示例（左： pH センサ（pH+ORP），右：SC センサ）

表 D-5-3 pH センサ詳細画面の検出器種類ごとの表示項目一覧

表示項目 pH ORP pH+ORP
pH ○ － ○
ORP － ○ ○
温度 ○ ○ ○
rH － － ○
pH 電圧 ○ － ○
ORP 電圧 1 － ○ ○
ORP 電圧 2 － ○ ○
Impedance1 ○ ○ ○
Impedance2 ○ ○ ○

表 D-5-4 SC センサ /ISC センサ詳細画面の表示項目一覧

表示項目 SC ISC
SC1 ○ ○
SC2 ○ ○
温度 ○ ○
濃度 1 ○ ○
濃度 2 ○ ○
電極間抵抗値 ○ ○
分極 ○ －
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表 D-5-5 DO センサ詳細画面の検出器種類ごとの表示項目一覧

表示項目 ガルバニック ポーラロ
グラフィック DO70G

DO ○ ○ ○
温度 ○ ○ ○
センサ電流値 ○ ○ －
分極電圧 － ○ －
KOH 残量 ○ ○ －
大気圧（プロセス） ○ ○ －

参照

・ pH センサの詳細画面の表示項目については，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 12A01F02-01JA)
の「2.1 詳細画面」を参照ください。

・ SC センサの詳細画面の表示項目については，FLXA402 4 線式液分析計 SC 操作編 (IM 12A01F03-01JA) の
「2.1 詳細画面」を参照ください。

・ ISC センサの詳細画面の表示項目については，FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編 (IM 12A01F04-01JA)「2.1 
詳細画面」を参照ください。

・ DO センサの詳細画面の表示項目については，FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編 (IM 12A01F05-01JA)「2.1 
詳細画面」を参照ください。



IM 01R01A07-01JA

D-35	 	 ＜パートD		ローカルディスプレイ機能＞

D-5-2 トレンド画面
トレンド画面は，第 1 ～第 3 測定値のトレンドを表示します。各トレンドは定周期で更
新されます。

測定値タブ

縦軸

時間軸
キャンセルボタン

拡大ボタン

現在値

縮小ボタン

図 D-5-3 トレンド画面

表 D-5-6 トレンド画面表示説明

表示項目 説明
測定値タブ 表示中の検出器の第 1 ～第 3 測定値を 1 つずつ割り付けます。タブを選択する

ことにより，表示を切り替えます。
表示設定がされていない測定値のトレンドは表示されません。

縦軸 測定値の縦軸です。オートスケールです。
時間軸 測定値の時間軸。5 分 → 15 分 → 30 分 → 1 時間 → 2 時間 → 4 時間 → 8 時間の

順に更新されます。8 時間を超えるトレンドは表示されません。
現在値 測定値の現在値を表示します。
拡大ボタン トレンド表示の時間軸を拡大表示します。
縮小ボタン トレンド表示の時間軸を縮小表示します。
キャンセルボタン トレンド画面を閉じます。
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D-5-3 校正画面
各検出器に対応する校正画面を表示します。
校正は，画面の指示に従って，段階的に行われます。本章では，pH センサの手動 1 点校正，
自動１点校正および SC センサの手動１点校正について手順を説明します。その他の校正
も基本的手順は同様です。また画面の指示に従うことで容易に実施できます。

■ pH センサ手動１点校正手順

1) pH手動校正の選択 2) 手動１点校正の選択→校正開始

校正対象から
pHを選択しま
す。*1 

校正選択が完了す
ると「Start」ボタ
ンが有効にになり
ます。
「Start」ボタンを
選択すると校正が
開始されます。

下の選択肢から
「手動1点」を
選択します。

安定チェックが完
了するまで待ちま
す。
指示値が安定する
と自動的に校正値
の合わせ込み画面
に移行します。

4) 安定待するのを待つ

上の選択肢
から「手動
校正を選択
します。

校正の準備が
できたら，実
行ボタンを選
択してくださ
い。安定待ち
状態になりま
す。

校正対象が選択できるのは，センサタイプ
=pH+ORPのみです。=pHの場合はpH固定，
=ORPの場合はORP固定です。

*1 

3) 安定待ちの実行
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合わせこむpH値
を入力し，OK
ボタンを選択し
てください。

5) 指示値安定→校正値の合わせ込み 6) 校正結果の確定

7) センサ交換有無の確認

新しいゼロ/ス
ロープを確認
します。問題
がなければ，
OKボタンを選
択し，校正結
果を確定しま
す。

校正前にセンサ
交換をした場合
は「はい」しな
かった場合は
「いいえ」を選
択してくださ
い。

■ pH センサ自動１点校正手順

1) pH自動1点校正の選択→校正開始 2) 緩衝液の選択

自動校正で使う
緩衝液を選択し
ます。

校正選択が完了す
ると「次へ」ボタ
ンが有効にになり
ます。
「次へ」ボタンを
選択すると次の画
面に移行します。

校正選択が完了す
ると「Start」ボタ
ンが有効にになり
ます。
「Start」ボタンを
選択すると校正が
開始されます。

校正対象から
pHを選択しま
す。

上の選択肢から
「自動校正を
選択します。

下の選択肢から
「手動1点」を
選択します。
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3) 安定待ちの実行 4) 安定待するのを待つ

5) 指示値安定→「次へ」ボタン選択 6) 校正結果の確定

7) センサ交換有無の確認

安定チェックが
完了するまで待
ちます。

新しいゼロ/ス
ロープを確認
します。問題
がなければ，
OKボタンを選
択し，校正結
果を確定しま
す。

校正の準備が
できたら，実
行ボタンを選
択してくださ
い。安定待ち
状態になりま
す。

指示値が安定
すると，「次
へ」ボタンが
有効になりま
す。
指示値を確認
の上，「次
へ」ボタンを
選択します。

校正前にセンサ
交換をした場合
は「はい」しな
かった場合は
「いいえ」を選
択してくださ
い。
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■ pH センサ サンプル校正正手順
サンプル校正は，サンプル採取とサンプル校正の２段階で実施します。

● サンプル採取

1) pHサンプル校正-サンプル採取の選択→開始 2) サンプル採取の実行

3) サンプル採取の完了

校正対象からpH
を選択します。

上の選択肢から
 「サンプル校正」
を選択します。

下の選択肢から
「サンプル採取」
を選択します。

校正選択が完了
すると「Start」
ボタンが有効に
なります。
「Start」ボタン
を選択するとサ
ンプル採取が開
始されます。

サンプル採取
の準備ができ
たら，「サン
プル採取」ボ
タンを選択し
てください。
するとサンプ
ル採取が実行
されます

取得したサンプル値を
確認してください。
次へボタンを選択する
とサンプル採取を完了
し，校正初期画面に戻
ります。
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● サンプル校正

1) pHサンプル校正-サンプル校正の選択→開始 2) 採取したサンプルの確認

3) 校正値の合わせ込み 4) 校正結果の確定

下の選択肢から
「サンプル校正」
を選択します。

校正選択が完了
すると「Start」
ボタンが有効に
なります。
「Start」ボタン
を選択するとサ
ンプル校正が開
始されます。

採取されたサ
ンプル採取を
確認します。
問題ない場合
は次「次へ」ボ
タンを選択し
てください。
するとサンプ
ル校正が実行
されます。

新しいゼロを
確認します。
問題がなけれ
ば，OKボタン
を選択し，校
正結果を確定
します。

合わせこむ
pH値を入
力し，OK
ボタンを選
択してくだ
さい。

校正対象からpH
を選択します。

上の選択肢から
 「サンプル校正」
を選択します。
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■ SC センサ手動１点校正手順

1) SC手動校正の選択 2) 校正対象の選択 → 校正開始

3) 安定待ちの実行 4) 校正値の合わせこみ

5) 校正結果の確定 6) センサ交換有無の確認

上の選択肢
から「手動
校正を選択
します

測定値を見
て，安定した
と判断したら
「実行」ボタ
ンを選択して
ください。
SC手動校正で
は測定値グラ
フを表示しま
せん。

新しい校正係
数を確認しま
す。問題がな
ければ，OKボ
タンを選択
し，校正結果
を確定しま
す。

下の選択肢から
SC1またはSC2
を選択します。
(SC1とSC2は温
度補償種類が違
います。) 

校正選択が完了す
ると「Start」ボタ
ンが有効にになり
ます。
「Start」ボタンを
選択すると校正が
開始されます。

合わせこむpH値
を入力し，OKボ
タンを選択して
ください。

校正前にセンサ
交換をした場合
は「はい」しな
かった場合は
「いいえ」を選
択してくださ
い。
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参照

・ pH センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 12A01F02-01JA) の「4. 
pH/ORP の校正」を参照ください。

・ SC センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 SC 操作編 (IM 12A01F03-01JA) の「4. SC（導
電率）の校正」を参照ください。

・ ISC センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編 (IM 12A01F04-01JA)「4. ISC（電
磁導電率計）の校正」を参照ください。

・ DO センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編 (IM 12A01F05-01JA)「4. DO（溶
存酸素計）の校正」を参照ください。

重要 

ローカルディスプレイにおいて，通信異常によってデータの更新ができない場合があり
ます。例えば，変換器表示部のアラームボタンは常時監視しています。このボタンに情
報が表示されない場合は，通信の異常が原因と考えられます。
その場合は，画面左上の更新ボタンを押すことによって，機器との再接続が実行され，
通信が回復することがありますのでお試しください。

■ センサごとに選択できる校正の種類
表 D-5-7 pH センサ（pH）校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
手動校正 手動１点 あり

手動 2 点
手動 3 点 (ITP)
手動 3 点（折れ線）

自動校正 自動１点 あり
自動 2 点
自動 3 点 (ITP)
自動 3 点（折れ線）

サンプル校正 サンプル採取 あり
サンプル校正

温度校正 ゼロ（固定） なし

表 D-5-8 pH センサ（ORP/rH）校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
手動校正 手動１点 あり

手動 2 点
サンプル校正 サンプル採取 あり

サンプル校正
温度校正 ゼロ（固定）
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表 D-5-9 SC/ISC センサ校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
手動校正 SC1 なし

SC2
自動校正 C.C.（固定） なし
空気校正 オフセット（固定） なし
サンプル校正 SC1 サンプル採取 あり

サンプル校正
サンプル校正 SC2 サンプル採取 あり

サンプル校正
温度係数 SC1

（SC1 の温度補償 =T.C.1 の場合の
み表示）

なし

SC2
（SC2 の温度補償 =T.C.2 の場合の

み表示）
温度校正 ゼロ（固定） なし

表 D-5-10 DO センサ校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
空気校正 0% あり

100%
0%-100%
100%-0%

水校正 0% あり
100%
0%-100%
100%-0%

手動校正 スロープ あり
オフセット なし

温度校正 ゼロ（固定） なし

表 D-5-11 DO70G センサ校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
0% 校正 水校正 あり

空気校正
手動校正 スロープ あり

補足

温度校正は，各センサの「測定パラメータ設定」「温度補償」の補償 = 自動の場合にのみ実施してください。
それ以外は校正できません。
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D-6 検出器操作メニュー
検出器に対する操作メニューを表示します。メニュー内のコマンドを選択することで，
それぞれのコマンドが実行されます。下記に操作メニューの一覧を示します。

表 D-6-1 検出器操作メニュー一覧

コマンド名 機能概要
全表示 センサ詳細画面を表示します。（D-5-1 センサ詳細画面を参照）
検出器診断 検出器診断画面を表示します。
SENCOM SA パラメータ SENCOM SA パラメータ画面を表示します。
検出器保守情報 検出器保守情報画面を表示します。
ログブック ログブック画面を起動し，検出器のログブックを表示します。（D-4-2 ログブッ

クを参照）
トレンド トレンド画面を表示します。（D-5-2 トレンド画面を参照。）
アラーム詳細 アラーム画面を起動し，検出器のアラーム状態を表示します。（D-4-3 アラーム

詳細を参照）
全 デ ー タ を FieldMate に
アップロード

対応する検出器の設定パラメータをすべて取得します。（D-4-4 全データを
FieldMate にアップロード を参照）

検出器設定 検出器のパラメータの表示・設定を行います。
製品情報 対応するセンサの製品情報（シリアル番号やソフトウエア Revision など）を表

示します。

本章では，「検出器診断」「SENCOM SA パラメータ」「検出器保守情報」「検出器設定」お
よび「製品情報」コマンド選択時の動作について記述します。

補足

DO70G センサ接続時は，「検出器診断」「SENCOM SA パラメータ」および「検出器保守情報」が検出器操作
メニューに表示されません。
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D-6-1 検出器診断
検出器診断画面を表示します。またこの画面からは検出器診断情報のリセットかできま
す。

検出器の各項目の健康度を
0-4の5段階で。グラフィカ
ルに表示します。この例は
健康度4(最善) 

健康度診断の対象外の項目
は，バー表示されます。

診断情報のリセット
を要求します。

画面を閉じます。

図 D-6-1 検出器診断画面 (pH)

表 D-6-2 センサ種類ごとの検出器診断表示項目一覧

項目 pH SC ISC DO
ゼロ ○ － － －
スロープ ○ － － ○
Impedance1 ○ － － －
Impedance2 ○ － － －
分極 － ○ － －
セル定数 － ○ ○ －
熱衝撃サイクル ○ ○ ○ ○
使用時間 ○ ○ ○ ○

○：表示あり，－：表示なし

参照

・ pH センサの検出器診断情報の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 12A01F02-
01JA) の「3.4 検出器診断設定」を参照ください。

・ SC センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 SC 操作編 (IM 12A01F03-01JA) の「3.4 検出
器診断設定」を参照ください。

・ ISC センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編 (IM 12A01F04-01JA)「3.4 検出器
診断設定」を参照ください。

・ DO センサの校正の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編 (IM 12A01F05-01JA)「3.4 検出
器診断設定」を参照ください。
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D-6-2 SENCOM SA パラメータ
SENCOM SA パラメータ画面を表示します。

画面を閉じます。

図 D-6-2 SENCOM SA パラメータ画面 (pH)

表 D-6-3 センサ種類ごとの SENCOM SA パラメータ表示項目一覧

項目 pH SC, ISC, DO
到達最高温度 ○ ○
高 pH 合計時間 ○ －
低 pH 合計時間 ○ －
滅菌回数 ○ ○
最終滅菌日時 ○ ○
高温度 1 合計時間 ○ ○
高温度 1 最終到達日時 ○ ○
高温度 2 合計時間 ○ ○
高温度 2 最終到達日時 ○ ○

○：表示あり，－：表示なし

参照

・ pH センサの SENCOM SA パラメータの詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 
12A01F02-01JA) の「2.1 詳細画面」の「検出器使用状態」を参照ください。

・ SC セ ン サ の SENCOM SA パ ラ メ ー タ の 詳 細 に つ い て は，FLXA402 4 線 式 液 分 析 計 SC 操 作 編 (IM 
12A01F03-01JA) の「2.1 詳細画面」の「検出器使用状態」を参照ください。

・ ISC セ ン サ の SENCOM SA パ ラ メ ー タ の 詳 細 に つ い て は，FLXA402 4 線 式 液 分 析 計 ISC 操 作 編 (IM 
12A01F04-01JA) 「2.1 詳細画面」の「検出器使用状態」を参照ください。

・ DO セ ン サ の SENCOM SA パ ラ メ ー タ の 詳 細 に つ い て は，FLXA402 4 線 式 液 分 析 計 DO 操 作 編 (IM 
12A01F05-01JA) 「2.1 詳細画面」の「検出器使用状態」を参照ください。
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D-6-3 検出器保守情報
検出器保守情報画面を表示します。

画面を閉じます。

図 D-6-3 検出器保守情報画面 (pH)

表 D-6-4 検出器保守情報画面表示項目一覧

項目 pH SC, ISC DO
最終校正日時 ○ ○ ○
次回校正日時 ○ ○ ○
予測メンテナンス時期 ○ － －
予測検出器電極交換時期 ○ － －
予測校正時期 － ○ －

○：表示あり，－：表示なし

参照

・ pH センサの検出器保守情報の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 12A01F02-
01JA) の「2.1 詳細画面」の「検出器保守情報」を参照ください。

・ SC センサの検出器保守情報の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 SC 操作編 (IM 12A01F03-01JA)
の「2.1 詳細画面」の「検出器保守情報」を参照ください。

・ ISC センサの検出器保守情報の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編 (IM 12A01F04-01JA) 
「2.1 詳細画面」の「検出器保守情報」を参照ください。

・ DO センサの検出器保守情報の詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編 (IM 12A01F05-01JA) 
「2.1 詳細画面」の「検出器保守情報」を参照ください。
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D-6-4 検出器設定
検出器のパラメータの表示・設定をオンラインで行います。画面を起動すると接続中の
変換器から現在の検出器のパラメータを通信経由で取得し，表示します。

設定メニュー選択：
設定メニューを選択
し，対応する設定項目
を表示します。

設定項目：
個々の設定項目を表示し
ます。また設定を編集し
ます。ReadOnlyの項目
はグレー表示されます。
画面に表示しきれない場
合は，スクロールバーが
表示されます。

編集中表示：
編集された設定値の表示
です。

範囲外表示：
編集された設定値が範囲
外の場合の表示です。

図 D-6-4 検出器設定画面

表 D-6-5 検出器設定画面ボタン一覧

ボタン名 機能
機器からアップロード 検出器から現在の設定値をアップロードします。
機器へダウンロード 現在の編集内容を確定し，検出器にダウンロードします。範囲外のパラメータ

が１つでも存在する場合はボタンが無効化されます。
ファイルからインポート 検出器設定画面からエクスポートしたファイルをインポートし，画面上に表示

します。
ファイルへエクスポート 現在表示中のパラメータをファイルにエクスポートします。範囲外のパラメー

タが１つでも存在する場合はボタンが無効化されます。エクスポートしたファ
イルは他の FieldMate の検出器設定にインポートすることができます。

閉じる 画面を閉じます。
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● 検出器設定メニュー一覧
以下に各検出器（pH，SC，ISC および DO センサ）の設定メニュー一覧をそれぞれ示します。

表 D-6-6 検出器設定メニュー一覧 (pH)

設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

検出器 機器設定 検出器 機器設定 電極の種類 (A)

3.1温度素子 (A)
センサアドレス (S)
COM 設定 (D) 注 2

測定パラメータ
設定

温度設定 単位 ReadOnly

3.2

温度補償 補償
ユーザ設定温度
基準温度

基準温度換算 補償方法 (pH)
温度係数 (TC pH)
マトリクス温度補償ボタン 温度補償画

面によるグ
ラフィカル
設定へ移行

補償方法 (ORP) 

温度係数 1 (TC  ORP)
温度係数 2 (TC  ORP)

上下限値 温度エラー上限値
温度エラー下限値
pH エラー上限値
pH エラー下限値
ORP エラー上限値
ORP エラー下限値
rH エラー上限値
rH エラー下限値

校正設定 校正設定 pH 単位 ゼロ単位

3.3

スロープ単位
上下限値／周期 ゼロ 上限値

ゼロ 下限値
スロープ 上限値
スロープ 下限値
安定幅

緩衝液 緩衝液の選択
ユーザ定義緩衝液 表 1 ボタン ユーザ定義

緩衝液表に
よるグラ
フィカル設
定へ移行

ユーザ定義緩衝液 表 2 ボタン
ユーザ定義緩衝液 表 3 ボタン

ゼロ／スロープ
／ ITP

ゼロ
スロープ
ITP
ゼロ 2 ReadOnly
スロープ 2 ReadOnly
サンプル校正オフセット (pH) 注 3
ゼロ
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設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

校正設定 校正設定 ORP/rH 上下限値／周期 ゼロ 上限値

3.3

ゼロ 下限値
スロープ 上限値
スロープ 下限値
安定幅 (ORP)
安定幅 (rH)

ゼロ／スロープ
(ORP1)

ゼロ
スロープ
サンプル校正オフセット 1 注 3

ゼロ／スロープ
(ORP2)

ゼロ
スロープ
サンプル校正オフセット 2 注 3

校正設定　温度 温度オフセット
その他校正設定 安定時間

校正周期
検出器診断設定 Impedance 設定 Impedance 測定 (A)

3.4

Impedance1 Impedance1
上限値
下限値

Impedance2 Impedance2
上限値
下限値

使用時間設定 Impedance1
最良値限度
Impedance2
最良値限度
使用時間
使用時間リミット値

熱衝撃サイクル
設定

熱衝撃サイクル
熱衝撃リミット値
熱衝撃温度
熱衝撃時間

検出器 状態設定 滅菌温度
滅菌時間
高温度 1
高温度 2
低 pH 値
高 pH 値

注 1： 参照項は，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の参照項を示します。
注 2： COM 設定 (D) は FieldMate 固有の設定値です。SA11 との通信条件を設定します。変換器モードでは

ReadOnly です。ダイレクトアクセスモードでのみ変更可能です。ただし設定を” B19200_E_8_2” に変
更した場合は，ダイレクトアクセスモードでの通信ができなくなりますので，ご注意ください。

注 3： サンプル校正オフセット関連の設定値は FieldMate 固有の設定値です。ダイレクトアクセスモード時の
み表示されます。
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表 D-6-7 検出器設定メニュー一覧 (SC)

設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

検出器 機器設定 検出器 機器設定 電極の種類 (A)

3.1

測定単位
温度素子 (A)
セル定数（検出器）
センサアドレス (S)
COM 設定 (D) 注 2

測定パラメータ
設定

測定値設定 SC1 測定 / 補償方法

3.2

SC2 測定 / 補償方法
濃度 1 演算方法

温度設定 単位 ReadOnly
温度補償 補償

ユーザ設定温度
基準温度

温度係数 温度係数 T.C. 1
温度係数 T.C. 2

Matrix Matrix 選択 1
Matrix 選択 2
ユーザ設定 1 ユーザ設定

画面による
グラフィカ
ル設定へ移
行

ユーザ設定 2

濃度 濃度換算表 濃度換算表
画面による
グラフィカ
ル設定へ移
行

エラー設定 温度エラー上限値
温度エラー下限値
導電率 上限値
導電率 下限値
抵抗率 上限値
抵抗率 下限値
USP 安全マージン

校正設定 上下限値 空気校正 リミット値 (A)

3.3

セル定数 上限値
セル定数 下限値

校正設定　温度 温度オフセット
校正周期 安定幅

安定時間
校正周期

検出器診断設定 使用時間設定 使用時間

3.4

使用時間リミット値
熱衝撃サイクル
設定

熱衝撃サイクル
熱衝撃リミット値
熱衝撃温度
熱衝撃時間

その他 分極 上限値
検出器 状態設定 滅菌温度

滅菌時間
高温度 1
高温度 2

注 1： 参照項は，FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作 (IM 12A01F02-01JA) の参照項を示します。
注 2： COM 設定 (D) は FieldMate 固有の設定値です。SA11 との通信条件を設定します。変換器モードでは

ReadOnly です。ダイレクトアクセスモードでのみ変更可能です。ただし設定を” B19200_E_8_2” に変
更した場合は，ダイレクトアクセスモードでの通信ができなくなりますので，ご注意ください。
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表 D-6-8 検出器設定メニュー一覧 (ISC)

設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

検出器機器 設定 検出器 機器設定 測定単位

3.1
温度素子 (A)
セル定数（検出器）
センサアドレス (S)
COM 設定 (D) 注 2

測定パラメータ
設定

測定値設定 SC1 測定 / 補償方法

3.2

SC2 測定 / 補償方法
濃度 1 演算方法

温度設定 単位 ReadOnly
温度補償 補償

ユーザ設定温度
基準温度

温度係数 温度係数 T.C. 1
温度係数 T.C. 2

Matrix Matrix 選択 1
Matrix 選択 2
ユーザ設定 1 ユーザ設定

画面による
グラフィカ
ル設定へ移
行

ユーザ設定 2

濃度 濃度換算表 濃度換算表
画面による
グラフィカ
ル設定へ移
行

エラー設定 温度エラー下限値
温度エラー上限値
導電率 上限値
導電率 下限値

校正設定 上下限値 空気校正 

3.3

セル定数 上限値
セル定数 下限値

校正設定　温度 温度オフセット
校正周期 安定幅

安定時間
校正周期

検出器診断設定 使用時間設定 使用時間

3.4

使用時間リミット値
熱衝撃サイクル
設定

熱衝撃サイクル
熱衝撃リミット値
熱衝撃温度
熱衝撃時間

検出器 状態設定 滅菌温度
滅菌時間
高温度 1
高温度 2

注 1： 参照項は，FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編 (IM 12A01F04-01JA) の参照項を示します。
注 2： COM 設定 (D) は FieldMate 固有の設定値です。SA11 との通信条件を設定します。変換器モードでは

ReadOnly です。ダイレクトアクセスモードでのみ変更可能です。ただし設定を” B19200_E_8_2” に変
更した場合は，ダイレクトアクセスモードでの通信ができなくなりますので，ご注意ください。
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表 D-6-9 検出器設定メニュー一覧 (DO)

設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

検出器 機器設定 検出器 機器設定 検出器の種類 検出器の種類

3.1

ガルバニック 検出器感度
検出器感度（値設定）

ポーラログラ
フィック

検出器感度
ポーラロ印加電圧

その他 温度素子 (A)
センサアドレス (S)
COM 設定 (D) 注 2

測定パラメータ
設定

DO 設定 単位 * 注 3

3.2

温度設定 単位 ReadOnly
温度補償 補償

ユーザ設定温度
塩分補償 塩分補償

塩分濃度値 * 注 3
プロセス圧力補償 補償

ユーザ設定圧力 * 注 3
圧力単位 ReadOnly

エラー設定 温度エラー上限値
温度エラー下限値
DO エラー上限値 (mg/L)
DO エラー下限値 (mg/L)
DO エラー上限値 (ppm)
DO エラー下限値 (ppm)
DO エラー上限値 (ppb)
DO エラー下限値 (ppb)
DO エラー上限値 (%SAT)
DO エラー下限値 (%SAT)

校正設定 上下限値（ガルバ
ニック）

ゼロ 上限値

3.3

ゼロ 下限値
スロープ 上限値
スロープ 下限値

上下限値（ポーラロ） ゼロ 上限値
ゼロ 下限値
スロープ 上限値
スロープ 下限値

安定幅 (mg/L) ゼロ
スパン

安定幅 (ppm) ゼロ
スパン

安定幅 (ppb) ゼロ
スパン

安定幅 (%SAT) ゼロ
スパン

ゼロ / スロープ（ガ
ルバニック）

ゼロ電流値
スロープ

ゼロ / スロープ（ポー
ラロ）

ゼロ電流値
スロープ

温度オフセット 温度オフセット
圧力補償（校正） ユーザ設定圧力
校正周期 安定時間

校正周期
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設定メニュー 設定項目 備考 参照項 
注 1設定第一階層 見出し 1 見出し 2 設定項目

検出器診断設定 使用時間設定 使用時間

3.4

使用時間リミット値
熱衝撃サイクル設定 熱衝撃サイクル

熱衝撃リミット値
熱衝撃温度
熱衝撃時間

KOH 残量チェック 検出器の種類
検出器 状態設定 滅菌温度

滅菌時間
高温度 1
高温度 2

注 1： 参照項は，FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編 (IM 12A01F05-01JA) の参照項を示します。
注 2： COM 設定 (D) は FieldMate 固有の設定値です。SA11 との通信条件を設定します。変換器モードでは

ReadOnly です。ダイレクトアクセスモードでのみ変更可能です。ただし設定を” B19200_E_8_2” に変
更した場合は，ダイレクトアクセスモードでの通信ができなくなりますので，ご注意ください。

注 3： * のついた設定値はセンサ =DO70G でも設定可能です。

● グラフィカル設定による設定値変更
ローカルディスプレイ機能は pH センサの緩衝液表や SC センサの濃度換算表など，関連
のある多点同時入力をグラフィカルなユーザインタフェースを提供することで，ユーザ
の利便性を高めています。以下に SC センサの濃度換算表の操作例を示します。

1) 画面起動時の表示
 画面起動時は，変換器経由で取得した SC センサの濃度換算表を表示します。

濃度単位：
濃度換算表に表示す
る濃度の単位を選択
します。単位を変更
すると自動的に表に
反映されます。

濃度換算表
導電率とそれに対応
する濃度値の表で
す。画面から設定値
の編集可能です。ま
たサブ単位も変更可
能です。

グラフ：
濃度換算表の設定
を基にグラフ表示
します。

図 D-6-5 濃度換算表画面（起動時）
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2) テーブル消去と必須設定のみ入力時の補間動作

必須設定：
1 番目と 21 番目の
導電率および濃度
値が必須設定です。
最低限これらを入
力すると線形補間
が可能です。

テーブル消去ボタン：
テーブルのすべて
のデータを消去し
ます。

図 D-6-6 濃度換算表画面（デーブル消去後必須設定のみ入力時）

設定値確認ボタン：
必須設定を入力後，
設定値確認ボタンを
選択すると空白のエ
リアが線形補間した
値で埋められます。

OKボタン：
設定変更を確定し，設
定画面に戻るときに
選択します。

キャンセルボタン：
設定変更を破棄し，設
定画面に戻るときに
選択します。

適用ボタン：
設定変更を確定し，さ
らに編集を続ける場
合に選択します。

図 D-6-7 濃度換算表画面（線形補間後）



IM 01R01A07-01JA

D-56＜パートD		ローカルディスプレイ機能＞

3) 設定値の確認　
 設定値の入力ルールからはずれた入力値をグラフィカルに確認できます。

設定値確認ボタンを
押すと，入力ルール
から外れた入力値が
反転表示され，マー
クがつきます。

図 D-6-8 濃度換算表画面（入力エラー例）

補足

グラフィカル設定画面で編集した設定値は，OK ボタンや適用ボタンを押しただけでは，変換器や検出器に反
映されません。設定を更新するには設定画面に戻った後，「機器へダウンロード」を実行してください。

表 D-6-10 グラフィカル設定画面呼び出し元一覧

変換器 / 検出器 設定メニュー 見出し 1 設定項目
変換器 電流出力設定 >mA1 mA1（出力） 出力表 ボタン

電流出力設定 >mA2 mA2（出力） 出力表 ボタン
電流出力設定 >mA3 (Ad) mA3（出力） 出力表 ボタン
電流出力設定 >mA4 (Ad) mA4（出力） 出力表 ボタン

検出器 (pH) 測定パラメータ設定 基準温度換算 マトリクス温度補償ボタン
校正設定 pH 緩衝液 ユーザ定義緩衝液 表 1 ボタン
校正設定 pH 緩衝液 ユーザ定義緩衝液 表 2 ボタン
校正設定 pH 緩衝液 ユーザ定義緩衝液 表 3 ボタン

検出器 (SC/ISC) 測定パラメータ設定 Matrix ユーザ設定 1 ボタン
測定パラメータ設定 Matrix ユーザ設定 2 ボタン
測定パラメータ設定 濃度 濃度換算表 ボタン
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D-6-5 製品情報
検出器の製品情報を表示します。

図 D-6-9 検出器保守情報画面（左：アナログセンサモジュール，右：SENCOM SA）

表 D-6-10 検出器保守情報表示項目一覧（アナログセンサモジュール）

項目 内容
内部計器番号 アナログセンサモジュールの内部計器番号
Hardware Revision アナログセンサモジュールのハードウエア Revision
ソフトウエア Revision アナログセンサモジュールのソフトウエア（ファームウエア）の Revision

表 D-6-11 検出器保守情報表示項目一覧 (SENCOM SA)

項目 内容
計器番号 SENCOM SA の計器番号
Hardware Revision SENCOM SA のハードウエア Revision
ソフトウエア Revision SENCOM SA のソフトウエア（ファームウエア）の Revision
Model code (ID chip) SENCOM SA に接続されたセンサモジュールのモデルコード
計器番号 (ID chip) SENCOM SA 接続されたセンサモジュールの計器番号
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パート E  SA11 とのダイレクトアクセス機能

E-1 ダイレクトアクセス機能

● ダイレクトアクセス機能
ダイレクトアクセス機能では，SENCOM ™スマートアダプタ (SENCOM SA)「SA11」と直
接接続し，現場外でのセンサの校正や SA11 の設定パラメータ管理を行えます。

ダイレクトアクセス機能は，現場に設置された検出器を取り外し，現場以外の場所（実
験室など）で調整や設定を行う場合に使用します。
ダイレクトアクセス接続とは，FLXA402 を経由せず，FieldMate が SENCOM ™スマートア
ダプタ「SA11」に対して直接通信を行い，SA11 の設定 / 操作を行う機能です。
FieldMate と SA11 を接続するには，Bluetooth I/F ボックス「IB100」が必要となります。
また，FieldMate と IB100 は Bluetooth で通信するため，本機能を使用する場合には，
Bluetooth 機能付きの PC にインストールされた FieldMate を用意ください。
なお，FieldMate が接続できる SA11 は最大 4 台です。

E-1-1 SA11 との接続
FieldMate から Bluetooth で SA11 とダイレクトアクセス接続をします。
FieldMate と SA11 が通信をするためには，1 台の SA11 につき 1 つの IB100 が必要です。
また，事前に FieldMate と IB100 の間で Bluetooth のペアリングを実施してください。
下図に，FieldMate と SA11 の接続例を示します。

Bluetooth

IB100
(Bluetooth I/F Box)

Max 4

図 E-1-1 FieldMate と SA11 の接続例
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E-2 ダイレクトアクセス TOP 画面
ダイレクトアクセスの Top 画面は，共通表示部と検出器表示部から構成されます。また
検出器表示部は，“+”” -” ボタンで，1 センサあたりの表示エリアを拡大・縮小すること
により，1 センサ表示，２センサ表示，４センサ表示まで変更できます。（あくまで大き
さの目安であり，画面によっては余白ができる場合があります。）

1センサ表示 2センサ表示

4センサ表示

図 E-2-1 ダイレクトアクセス TOP 画面表示例

共通表示部：
表示中検出器全体
の共通の状態表示/
操作を行います。

検出器表示部：
接続中の検出器の
状態表示/操作を行
います。
E-5参照

図 E-2-2 ダイレクトアクセス TOP 画面構成
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E-3 共通表示部
共通表示部は以下の機能を持ちます。

図 E-3-1 共通表示部画面構成

表 E-3-1 共通表示部構成の一覧

表示部 機能概要
全センサ校正 複数センサの同時校正機能を起動します。（pH センサのみ）
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E-3-1 全センサ校正

■ 複数センサ同時校正
全センサ校正ボタンを選択すると，pH センサ向けの複数センサ同時校正画面を起動しま
す。

接続中センサ一覧：
現在接続中のセンサの
リストを表示します。
校正するセンサをチェ
ックします。

センサリストの全てを
チェックします。

センサリストの全ての
チェックをはずします。

校正する測定値を選択
します。

校正方法および校正点数
を指定します。

校正を開始します。

図 E-3-2 複数センサ同時校正画面

複数センサ同時校正は，画面の指示に従って，段階的に行われます。基本的な操作は，
「D-5-3 校正画面」で示した手順と同じです。本章では，pH センサ 4 本の自動１点校正に

ついて手順を説明します。その他の校正も基本的手順は同様です。また画面の指示に従
うことで容易に実施できます。



IM 01R01A07-01JA

E-5  ＜パート E  ダイレクトアクセス機能＞

■ pH センサ 4 本の自動１点校正手順

1) 対象センサと校正方法を指定します。
　(例：自動校正１点)

2) 緩衝液を選択します。

3) 安定待ちを実行します。

4) 安定するのを待ちます。

自動校正1点を
指定します。

Startボタンを
選択すると校正
を開始します。

緩衝液を
指定します。

次へを選択し
ます。

実行ボタンを選
択します。
すると安定待ち
に移行します。
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5) 指示値安定 → 「次へ」ボタン選択

6) 校正結果を確定します。

7) センサ交換有無の確認

4本とも指示値が
安定すると，次
へボタンが有効
になります。

校正結果を確認
し，確定する場
合はOKボタンを
選択します。

校正前にセンサ交換をし
た場合は「はい」しなか
った場合は「いいえ」を
選択してください。
4本のセンサ全てに同じ
設定がされます。
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■ 一部センサの校正除外
複数センサ同時校正中に，特定のセンサの指示が安定しないため，同時校正を続行でき
ない場合があります。このとき，選択したセンサを同時校正の対象から除外することが
できます。除外する場合は，対象センサの  ボタンを選択してください。下記に一部セ
ンサの校正除外実行例を示します。

センサ3が除外
されました。

図 E-3-3 一部センサの校正除外実行例（センサ 3 を除外）

注記 

一旦校正除外したセンサを再度校正対象とすることはできません。校正対象とするには，
最初から校正操作をやり直す必要があります。

重要 

SA11	とのダイレクト接続において，通信異常によってデータの更新ができない場合があ
ります。例えば，検出器表示部の３つの測定値は常時監視しています。これらの測定値
の表示がすべてバー表示	(----)	の場合は，通信の異常が原因と考えられます。
その場合は，画面左上の更新ボタンを押すことによって，機器との再接続が実行され，
通信が回復することがありますのでお試しください。



IM 01R01A07-01JA

E-8	 	 ＜パート E		ダイレクトアクセス機能＞

■ 複数センサ同時校正できる校正の種類
表 E-3-2 pH センサ（pH）校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
手動校正 手動１点 あり

手動 2 点
手動 3 点 (ITP)
手動 3 点（折れ線）

自動校正 自動１点 あり
自動 2 点
自動 3 点 (ITP)
自動 3 点（折れ線）

温度校正 ゼロ（固定） なし

表 E-3-3 pH センサ（ORP/rH）校正種類一覧

階層１ 階層 2 校正中のトレンド表示
手動校正 手動１点 あり

手動 2 点
温度校正 ゼロ（固定）

■ 複数センサ同時校正を実行できるセンサの条件
以下のセンサ設定がすべて一致しているセンサのみ，同時校正が可能です。
1) 測定対象（すべて pH のみ，すべて ORP のみ，すべて pH+ORP のみ）
2) 温度単位
3) 緩衝液の種類 (NIST，DIN，US または FreeProgmmable)（ただし自動校正の場合）

注記 

上記の 1) ～ 3) の条件を満たさない場合に複数センサ同時校正を実施すると，一部センサ
の校正が正しく行われません。
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E-4 検出器表示部
検出器表示部は，それぞれ以下の機能を持ちます。

検出器種類

IF-BOX番号

測定値

シリアル番号

全表示ボタン 次ページ
ボタン

検出器操作
ボタン

トレンドグラフ
ボタン

校正ボタン

付箋

拡大ボタン

縮小ボタン前ページ
ボタン

アラーム
ボタン

図 E-4-1 検出器表示部画面構成

表 E-4-1 検出器表示部表示項目一覧

項目 内容
IF-BOX 番号 通信設定ダイアログの COMPort と結びつけられた IF-BOX 番号 (1 ～ 4) を表示

します。
検出器種類 表示中の検出器種類 (PH) を文字表示します。また，対応する IF-BOX 番号のセ

ンサ種類を取得できない場合は，「NONE」と表示されます。
アラームボタン 表示中の検出器のアラーム状態を表示します。ダイレクトアクセス接続時は，

常にレガシー表示です。
アラームボタンを選択すると，対応する検出器のアラーム画面が表示されます。

シリアル番号 SENCOM SA に接続された検出器の Serial No. を表示します。
測定値 第 1 ～第 3 までの測定値を表示します。表示値はセンサによって固定です (「■

センサ種類ごとに表示される測定値一覧」参照 )。
全表示ボタン 表示中の検出器のセンサ詳細画面を呼び出すボタンです。センサ詳細画面の表

示内容は，ローカルディスプレイ機能と同じです。
付箋 表示中の検出器に対応するメモ情報を表示・入力します。
校正ボタン 表示中の検出器の校正を開始します。またボタン上には，前回校正日時が表示

されます（8 センサ表示除く）。
トレンドボタン 第 1 ～第 3 までの測定値のトレンドを表示します。機能はローカルディスプレ

イ機能と同じです。
検出器操作メニュー 表示中の検出器に対する操作メニューを表示します。各コマンドを選択すると

実行されます。表示項目が「変換器」の場合は選択できません。
前ページボタン 一つ前の表示エリアの検出器情報を表示します。
次ページボタン 一つあとの表示エリアの検出器情報を表示します。
拡大ボタン 1 ページに表示される検出器情報を１段階減らします。4 → 2 → 1 の順
縮小ボタン 1 ページに表示される検出器情報を１段階増やします。1 → 2 → 4 の順



IM 01R01A07-01JA

E-10	 	 ＜パート E		ダイレクトアクセス機能＞

1 画面に表示される検出器数により，表示できる項目は以下の通り変化します。

表 E-4-2 1 画面の検出器数と表示項目有無一覧

1 センサ 2 センサ 4 センサ
IF-BOX 番号 ○ ○ ○
検出器種類 ○ ○ ○
アラームボタン ○ ○ ○
Serial No. ○ ○ ○
測定値 3 測定値 3 測定値 3 測定値
全表示ボタン ○ ○ ○
付箋 ○ ○ ○
校正ボタン ○ ○ ○
トレンドボタン ○ ○ ○
検出器操作メニュー ○ ○ ○
前ページボタン ○ － －
次ページボタン ○ － －
拡大ボタン ○ ○ ○
縮小ボタン ○ ○ ○

○　表示あり。－　表示なし。

■ センサ種類ごとに Top 画面に表示される測定値一覧
ダイレクトアクセス機能では，どの測定値を Top 画面に表示するかを設定する機能を持
ちません。したがって，Top 画面ではセンサごとに常に同じ測定値を表示します。

表 E-4-3 pH センサの測定値表示

sensor_type 第 1 測定値 第 2 測定値 第 3 測定値
pH pH 温度 なし
ORP ORP 温度 なし
pH+ORP pH 温度 ORP

表 E-4-4 SC センサの測定値表示

第 1 測定値 第 2 測定値 第 3 測定値
SC1 の測定値 温度 SC2 の測定値

なお SC1 および SC2 はどちらも以下の 8 種類から選択する。
基本的には，導電率または抵抗率。温度補償の種類が異なる。
1:SC (uncomp), 2:SC (tc2), 3:SC (NaCl), 4:SC (Matrix2), 5:R (uncomp), 6:R (tc2), 7:R (NaCl), 
8:R(Matrix2)

表 E-4-5 ISC センサの測定値表示

第 1 測定値 第 2 測定値 第 3 測定値
SC1 の測定値 温度 SC2 の測定値

なお SC1 および SC2 はどちらも以下の 4 種類から選択する。
基本的には，導電率。温度補償の種類が異なる。
1:SC (uncomp), 2:SC (tc2), 3:SC (NaCl), 4:SC (Matrix2),

表 E-4-6 DO センサの測定値表示

第 1 測定値 第 2 測定値 第 3 測定値
DO 温度 なし 
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E-4-1 アラーム画面
アラーム画面の機能は基本的には，ローカルディスプレイ機能と同じです。違いは以下
の通りです。
1) SENCOM SA から取得したアラーム情報をそのまま表示します。
2) アラームのアイコン表示はすべてレガシー表示です。NE107（FMCS 分類）には対応

しません。
3) アラームレベルはすべて Failure（赤色）となります。
4) 検出器番号を選択するボタンは画面上に存在しません。ほかの検出器のアラーム画

面を表示するには，対応する検出器のアラームボタンを選択してください。

図 E-4-2 ダイレクトアクセス接続のアラーム画面

E-4-2 校正画面
校正画面の機能は基本的には，ローカルディスプレイ機能と同じです。違いは以下の通
りです。
1) pH センサのサンプル校正はサポートしません。（サンプル校正は現場設置機器を対

象としているため）
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E-5 検出器操作メニュー
検出器に対する操作メニューを表示します。メニュー内のコマンドを選択することで，
それぞれのコマンドが実行されます。下記に操作メニューの一覧を示します。

表 E-5-1 検出器操作メニュー一覧

コマンド名 機能概要
全表示 センサ詳細画面を表示します。機能はローカルディスプレイ機能と同じで

す。
検出器診断 検出器診断画面を表示します。機能はローカルディスプレイ機能と同じで

す。
SENCOM SA パラメータ SENCOM SA パラメータ画面を表示します。機能はローカルディスプレイ

機能と同じです。
検出器保守情報 検出器保守情報画面を表示します。機能はローカルディスプレイ機能と同

じです。
ログブック ログブック画面を起動し，検出器のログブックを表示します。ダイレクト

アクセス接続の場合，検出器番号を選択するボタンが表示されません。そ
れ以外の機能はローカルディスプレイ機能と同じです。

トレンドグラフ トレンド画面を表示します。機能はローカルディスプレイ機能と同じです。
アラーム詳細 アラーム画面を起動し，検出器のアラーム状態を表示します。（E-4-1 アラー

ム画面を参照）
全データを FieldMate にアップ
ロード

対応する検出器の設定パラメータをすべて取得します。機能はローカル
ディスプレイ機能と同じです。

検出器設定 検出器のパラメータの表示・設定を行います。機能は D-6-4 検出器設定を
参照してください。

エラーコンフィグレーション FLXA402 や FieldMate を使わないで，別の機器と SENCOM SA を接続する
場合に検知する検出器エラーの使用・不使用の設定を行います。

ログブック消去 検出器のログブックの消去を行います。
製品情報 対応する検出器の製品情報（シリアル番号やソフトウエア Revision など）

を表示します。
センサ通信切断 対応する検出器の通信を切断します。「再接続」ボタンを選択すると，同

じ IF-BOX 番号の SENCOM SA と通信を開始します。

以降では，上表のうち「エラーコンフィグレーション」「ログブック消去」および「製品情報」
コマンド選択時の動作について記述します。



IM 01R01A07-01JA

E-13  ＜パート E  ダイレクトアクセス機能＞

E-5-1 エラーコンフィグレーション
FLXA402 や FieldMate を使わないで，別の機器と SENCOM SA を接続する場合 ( 例：ディ
ジタル指示警報計「UM33A-S」と接続時 ) に，表示されたエラーを検知するかどうかの設
定を行います。

図 E-5-1 エラーコンフィグレーション画面

本画面での設定対象となるエラーの一覧を下記に示します。

表 E-5-2 エラーコンフィグレーション設定対象エラー一覧

センサ種類 設定対象 初期値
pH 温度が高すぎる

温度が低すぎる
pH が高すぎる
pH が低すぎる
ORP が高すぎる
ORP が低すぎる
rH が高すぎる
rH が低すぎる
Impedance1 が高すぎる
Impedance1 が低すぎる
Impedance2 が高すぎる
Impedance2 が低すぎる
温度補償エラー (pH)
センサ使用環境エラー

すべて OFF

補足

SENCOM SA を FieldMate や FLXA402 と接続してお使いの場合は，エラーコンフィグレーションは不要です。
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E-5-2 ログブック削除
対応する検出器のログブックを削除します。

図 E-5-2 ログブック削除画面
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E-5-3 製品情報
対応する検出器の製品情報を表示します。

図 E-5-3 製品情報画面

検出器保守情報表示項目一覧 (SENCOM SA)

項目 内容
計器番号 SENCOM SA の計器番号
Hardware Revision SENCOM SA のハードウエア Revision
ソフトウエア Revision SENCOM SA のソフトウエア（ファームウエア）の Revision
Model code(ID chip) SENCOM SA に接続されたセンサモジュールのモデルコード
計器番号 (ID chip) SENCOM SA 接続されたセンサモジュールの計器番号
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パート F 機器ナビゲータ
液分析計校正管理機能における「ローカルディスプレイ」および「ダイレクト接続」で
取得された情報は，FieldMate のデータベースに保管され，FieldMate 本体の機能である「機
器ナビゲータ」で参照できます。
本章では，FieldMate の「機器ナビゲータ」にて，液分析計校正管理機能で保存された情
報を扱う方法について説明します。

F-1 機器ナビゲータ画面

ローカルディスプレイ機能およびダイレクトアクセス接続の場合，機器リストには
変換器(FLXA402)と検出器(pH, SC, ISC, DO, DO70G)が表示されます。

ローカルディスプレイ機能
およびダイレクトアクセス
接続により取得された機器
および検出器は通信形式が
SENCOMに分類されます。 

セレクトバー
機器ナビゲータの表示は
真ん中のボタンを選択し
ます。

図 F-1-1 機器ナビゲータ

補足

・ センサ種類がアナログセンサの場合，機器リストにはアナログセンサが接続されたアナログセンサモ
ジュールの情報が保存されます。

・ センサ種類が SENCOM SA センサの場合，機器リストには，SENCOM SA センサの情報が保存されます。
・ SENCOM SA センサは，同一のセンサが 2 種類の接続方式（変換器に接続される場合とダイレクト接続）

で運用される可能性があります。機器リストには接続方式によらず，一つのセンサとしてセンサ情報を
保存します。
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■ 操作

● フィルタ機能
ユーザ，機器（モデル）を対象にフィルタを行います。

● 操作（▼）
機器ナビゲータ画面にて，行の▼を押すと『操作』メニューが表示されます。

● 右クリック
機器ナビゲータ画面にて，行を右クリックすると『操作』メニューが表示されます。

● ダブルクリック
機器ナビゲータ画面にて，行をダブルクリックすると，「機器保全情報」画面を表示
します。

■ セレクトバーの表示 / 非表示切り替え
起動時，セレクトバーは非表示です。画面左下の表示 / 非表示切り替えボタンで表示 / 非
表示の切り替えができます。

セレクトバー
表示/非表示
切り替えボタン

図 F-1-2 セレクトバーの表示 / 非表示
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F-2 機器保全情報
機器の「機器保全情報」を扱うための画面です。

● 起動
機器ナビゲータ → 機器選択 → 操作（▼） → 機器保全情報を開く ...

図 F-2-1 機器保全情報（左：変換器 (FLXA402)，右：検出器（pH センサ））

機器保全情報で表示される情報のうち，「機器情報」，「付箋」，「画像」，「操作ログ」および「添
付」については，FieldMate と同様です。詳細は「FieldMate 機器調整・設定・管理ソフトウェ
ア」(IM 01R01A01-01) を参照ください。
本章では，「SENCOM パラメータ」，「SENCOM ログブック」，「SENCOM 校正履歴」，「SENCOM
最新情報」および「SENCOM センサ選択」について説明します。
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F-2-1 機器保全情報（SENCOM パラメータ）
液分析計校正管理機能で保存された変換器および検出器の設定パラメータの格納一覧を
表示します。またリストから選択した設定パラメータを画面上に表示できます。

■ 画面

表示されたパラメータ

表示ボタン

対応する変換器または検出器
の設定パラメータの格納一覧
を表示します。 
表示するパラメータをリスト
から選択し，表示ボタンを選
択します。すると選択したパ
ラメータが画面上に表示され
ます。 

図 F-2-2 機器保全情報（SENCOM パラメータ）

補足

設定パラメータのカテゴリには，該当のパラメータが保存されたタイミングが表示されます。
「Save」：検出器設定または変換器設定からパラメータを更新。
「Upload」：「全データを FieldMate にアップロード」コマンドにより保存。
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F-2-2 機器保全情報（SENCOM ログブック）
液分析計校正管理機能で保存された変換器および検出器のログブックの格納一覧を表示
します。またリストから選択したログブックを画面上に表示できます。

■ 画面

表示ボタン

対応する変換器または検出器
のログブックの格納一覧を表
示します。 
表示するログブックをリスト
から選択し，表示ボタンを選
択します。すると選択したロ
グブックが画面上に表示され
ます。 

表示されたログブック

図 F-2-3 機器保全情報（SENCOM ログブック）
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F-2-3 機器保全情報（SENCOM 校正履歴）
液分析計校正管理機能で保存された検出器の校正履歴の格納一覧を表示します。またリ
ストから選択した校正履歴を画面上に表示できます。

■ 画面

表ボタン
リスト上の校正履歴を表形式で
画面上に表示します。 

校正種類選択
表示する校正種類を選択します。
選択された校正種類のリストが
表示されます。 

対応する検出器の校正履歴の
格納一覧を表示します。
表示する校正履歴をリストから
選択すると，選択した校正履歴
の詳細情報が表示されます。 

図 F-2-4 機器保全情報（SENCOM 校正履歴）

● 校正種類選択
校正種類選択は，センサ種類ごとに表示項目が変わります。

表 F-2-1 センサ種類と表示される校正種類一覧

センサ種類 表示される校正種類選択
pH pH，ORP，温度
SC および ISC SC，空気校正，温度，温度係数
DO および DO70G DO，温度
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● 表示される校正情報
センサ種類および校正種類の組み合わせにより，表示される校正情報は下記の通りです。

表 F-2-2 センサ種類 / 校正種類の組み合わせと表示される校正情報一覧

センサ種類 校正種類 表示される校正情報
pH pH ゼロ 1，スロープ 1，ゼロ 2，スロープ 2，ITP， 

校正後 Impedance2
ORP ORP1 ゼロ，ORP1 スロープ，ORP2 ゼロ， 

ORP2 スロープ，校正後 Impedance2
温度 温度（オフセット）

SC および ISC SC セル定数（校正値）
空気校正 空気校正（ゼロ）
温度 温度（オフセット）
温度係数 温度係数 T.C.1，温度係数 T.C.2

DO および DO70G DO ゼロ，スロープ
温度 温度（オフセット）

補足

・ 上表で示した校正情報のすべてが毎回表示されるわけではありません。実際に行われた校正方法により，
表示される情報は決まります。

 例：校正種類 =pH の場合。
  1 点校正：ゼロ 1，校正後 Impedance2
  2 点校正：ゼロ 1，スロープ 1，校正後 Impedance2
  3 点校正 (ITP)：ゼロ 1，スロープ 1，ITP
  3 点校正（折れ線）：ゼロ 1，スロープ 1，ゼロ 2，スロープ 2，校正後 Impedance2

・ 校正履歴は，実際に校正処理を行ったときだけでなく，検出器設定画面から上記の校正情報を直接変更
した場合も保存されます。直接変更した場合は，校正後 Impedance2 が保存されません。

・ 校正履歴の履歴情報からは，自動校正 / 手動校正の識別はできません。
・ SC センサおよび ISC センサの温度係数履歴を実施するためには，検出器設定の「検出器 機器設定」の「SC1

測定／補償方法」または「SC2 測定／補償方法」で温度補償として (T.C.1) または (T.C.2) を設定する必要
があります。

・ ローカルディスプレイ接続時に SC センサおよび ISC センサの温度係数履歴を校正履歴に残すためには，
変換器設定の「ログブック設定」の「センサ設定」の「補償設定」を On に設定する必要があります。（初
期設定は Off）
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■ 校正履歴の表画面

エクスポートボタン：
画面に表示された校正履歴
をテキストファイルに出力
します。 

閉じるボタン： 
画面を閉じます。

図 F-2-5 校正履歴の表画面（SENCOM 校正履歴）
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F-2-4 機器保全情報（SENCOM 最新情報）
検出器の情報を表示します。
また，最新情報を外部ファイルにエクスポートすることも可能です。
なお，SegmentViewer にて機器の最新情報を取得した場合は，その情報が機器保全情報
に自動的に反映され保存されます。

■ 画面

図 F-2-6 機器保全情報（SENCOM 最新情報） 
 ( 左：アナログセンサモジュール，右：SENCOM SA）

● センサごとに表示される SENCOM 最新情報
SENCOM 最新情報の表示項目は，センサ種類ごとに以下の通りとなります。

表 F-2-3 センサ種類と SENCOM 最新情報表示項目（センサ情報 / センサモジュール情報）

カテゴリ 表示項目 アナログセンサモジュール 
DO70G SENCOM SA

センサ情報 モデル （空欄）注 1） センサモジュールのモデル
シリアル番号 （空欄）注 1） センサモジュールのシリアル番号
製造年月 （表示なし） センサモジュールの製造年月

センサモジュー
ル情報

機器タイプ ANALOG_SENSOR
（DO70G のみ “DO70G”）

SENCOM SA の機器タイプ

モデル アナログセンサモジュール /
DO70G のモデル (PH/SC/ISC/DO)

SENCOM SA のモデル。(PH)

シリアル番号 アナログセンサモジュール /
DO70G の内部計器番号

SENCOM SA のシリアル番号

ソフトウエア
Revision

アナログセンサモジュール /
DO70G のソフトウエア Rev.

SENCOM SA のソフトウエア Rev.

Hardware Rev. アナログセンサモジュール /
DO70G のハードウエア Rev.

SENCOM SA のハードウエア Rev.

注 1） アナログセンサモジュールは，画面から設定可能です
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表 F-2-4 センサ種類と SENCOM 最新情報表示項目（検出器診断 / 校正，メンテナンス情報 / 設定情報）

カテゴリ 表示項目 PH SC ISC DO DO70G
検出器診断 ゼロ ◯ － － － －

スロープ ◯ － － － －
Impedance1 ◯ － － － －
Impedance2 ◯ － － － －
分極 － ◯ － － －
セル定数 － ◯ ◯ － －
熱衝撃サイクル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
使用時間 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

校正，メンテナンス情報 注 1） 予測交換時期 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
予測信頼性 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
pH 注 2） ◯ － － － －
ORP 注 2） ◯ － － － －
セル定数 注 2） － ◯ ◯ － －
空気校正（ゼロ）注 2） － ◯ ◯ － －
DO 注 2） － － － ◯ －
温度 注 2） ◯ ◯ ◯ ◯ －
温度係数 注 2） － ◯ ◯ － －

設定情報 検出器の種類 ◯ ◯ － ◯ ◯
熱衝撃温度 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
熱衝撃回数 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
滅菌温度 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
滅菌回数 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
高温度 1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
高温度 2 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
pH 上限値 ◯ － － － －
pH 下限値 ◯ － － － －
Impedance1 ◯ － － － －
Impedance2 ◯ － － － －

◯：表示，－：表示なし。
注 1） 校正を１回も実施していない場合は表示されません。
注 2） 各校正の最終実施日時を表示します。未実施の場合は ---- を表示します。
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● 印字ボタンを選択時の動作

1) 印字ボタンを選択
校正履歴を含んだ
SENCOM最新情報の
印字を開始します。

2)コメントの入力
必要に応じ，コメントを入力
します。OKボタンを選択する
と印字が始まります。 

印字

図 F-2-7 印字ボタンを選択時の動作

図 F-2-8 印字イメージ（左：p1：SENCOM 最新情報，右：p2：SENCOM 校正履歴）

補足

テキストボタン，表ボタン，テンプレートボタンを選択時は，SENCOM 最新情報のみが印字されます。印字
項目は SENCOM 最新表示画面と同じです。
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■ 報告書テンプレート
報告書のテンプレートの作成方法を示します。
Microsoft Ⓡ Word，または Excel Ⓡのファイルの中でパラメータ値を挿入したい部分に置き
換え文字を記入しテンプレートを作成します。置き換え文字は，図 F-2-7 の『テキスト』
または『表』を押すことで表示されるデータの ID 列の文字列となります。置き換え文字
が「値（＋単位）」で表示されます。

● 例（Microsoft Ⓡ Word）

テンプレートファイル 報告書

● 例（Microsoft Ⓡ Excel Ⓡ）

テンプレートファイル 報告書

テンプレートをExcelⓇで作成した場合は，セル内に複数
の置き換え文字列や，置き換え文字列以外の文字が含ま
れている場合，置き換えは行われません。
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F-2-5 機器保全情報（SENCOM センサ選択）
液分析計校正管理機能で保存された変換器に接続されていた検出器の機器保全情報を呼
び出します。

■ 画面

リストから検出器を
選択すると，その検
出器の機器保全情報
が呼び出されます。 

図 F-2-9 機器保全情報（SENCOM センサ選択）
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パート G FLXA402 向けツール
本章では，FLXA402 用のツールについて説明します。

 • FLXA402 ログブックコンバータ
 • FLXA402 パラメータエディタ

G-1 FLXA402 ログブックコンバータ
FLXA402 ログブックコンバータは，SD カードにエクスポートされた FLXA402 のログブッ
クデータを PC 上で読み出し，TSV ファイル形式に変換するためのツールです。
ローカルディスプレイ機能のログブック画面では，最大で 50 データまで表示されますが，
FLXA402 内に保存されているログブックデータを SD カードにエクスポートした場合は，
最大でおよそ 16 万データを表示可能になります。

ログブック
出力 

ログブック
読込み

図 G-1-1 ログブックデータのエクスポートのイメージ

参照

変換器からのログブックデータのエクスポートについては，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 
12A01F01-03JA) の「5.1.8 全ログブックエクスポート」を参照ください。

■ 起動
Windows「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「YOKOGAWA FieldMate」 → 

「FLXA402 Logbook Converter」を選択してください。
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■ 操作

エクスポート
ファイル名を指定
してTSVファイル
形式でエクスポー
トします。

SDカードからイン
ポート：
ファイル名を指定
してログブックデ
ータをインポート
します。

閉じるボタン：
画面を閉じます。

図 G-1-2 FLXA402 ログブックコンバータの画面イメージ

表 G-1-1 FLXA402 ログブックコンバータの項目一覧

項目 内容
センサコネクション番号 イベントの発生したセンサコネクション番号 (1-1, 1-2 ～ 2-4) を表示します。変

換器のイベントは表示なしです。
イベント 発生したイベントを表示します。
付加情報 イベントに対応する付加情報を表示します。付加情報の存在しないイベントも

あります。
日時 イベントの発生した日時を表示します。

SD カードからインポートされるデータは，最新から 100 データが表示されます。
エクスポートは，ログファイルに存在するすべてのデータをエクスポートします。

参照

ログブックの詳細については，FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「3.1 詳細画面」の
「■変換器ログ，検出器ログ」を参照ください。
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G-2 FLXA402 パラメータエディタ
FLXA402 パラメータエディタは，SD カードにエクスポートされた FLXA402 の設定パラ
メータを PC 上で読み出し，表示 / 編集するためのツールです。また本ツールにて編集し
た FLXA402 の設定パラメータを複数の FLXA402 にインポートすることで，同じ設定を簡
単に反映することができます。

インポートエクスポート

インポート

パラメータ
(バイナリ)

パラメータ
(バイナリ)

保存

編集

図 G-2-1 パラメータエディタを使ったパラメータ編集のイメージ

図 G-2-2 編集後ファイルを複数の FLXA402 に配布するイメージ

参照

変換器と SD カードのパラメータのエクスポートおよびインポートについては，FLXA402 4 線式液分析計 変換
器操作 (IM 12A01F01-03JA) の「5.1.6 全設定エクスポート」および「5.1.7 設定インポート」を参照ください。

■ 起動
Windows「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「YOKOGAWA FieldMate」 → 

「FLXA402 Parameter Editor」を選択してください。
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■ 操作

切替えタブ：
変換器/センサの設定
パラメータ表示を切り
替えます。

更新レコード選択：
レコードに属するパラメー
タ設定を実際の変換器セン
サ設定に反映されるかどう
かを設定します。
チェックあり：反映
チェックなし：反映せず。

マスタからインポート：
マスタとして用意された
出荷時初期値をインポー
トします。

SDカードからインポート：
SDカードから設定パラメー
タをインポートします。

SDカードへエクスポート：
編集内容を確定し，SDカー
ドへ設定パラメータをエク
スポートします。

閉じるボタン：
画面を閉じます。

図 G-2-3 FLXA402 パラメータエディタ画面イメージ

● SD カードからのインポート
SD カードから変換器の設定パラメータをインポートします。設定パラメータ以下の 3 種
類のファイルのセット（設定セット）から構成されます。インポートする際はセット校
正ファイル (*.F00) を選択します。

表 G-2-1 FLXA402 ログブックコンバータの項目一覧

ファイル種類 ファイル拡張子 内容
セット構成ファイル .F00 システム構成（コネクション番号やセ

ンサ種類）を保存します。
変換器用設定ファイル .C00 変換器用設定ファイル。設定セットに

１個だけ存在します。
センサ用設定ファイル PH .S00

各センサ用の設定ファイル。
接続されたセンサ（最大 5 本）分のファ
イルが含まれます

SC .S01
ISC .S02
DO .S03
DO70G .S04
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● SD カードからのエクスポート
現在編集中の設定パラメータを確定し，ファイル名を指定して SD カードへエクスポート
します。エクスポート時は，インポート時と同じ設定セットのファイルがエクスポート
されます。なお設定できるファイル名は 10 文字以内です。
編集中の設定パラメータに不正な値が存在する場合は，「SD カードへエクスポート」ボ
タンが無効化されます。

● マスタからインポート
マスタからインポート画面を表示し，マスタとして用意された出荷時初期値をインポー
トします。

インポートマスタ選択：
インポートするセンサ設定
の組み合わせをリストから
選択します。全部で20種類
あります。

インポートボタン：
リストから選択したセンサ
の組み合わせの出荷時初期
値をインポートします。

キャンセルボタン：
出荷時初期値をインポート
せずに画面を閉じます。

図 G-2-4 マスタからインポート画面

補足

マスタとして用意された出荷時初期値設定は，センサ 1 本 (pH，SC，ISC，DO) とセンサ２本の組み合わせの
20 通りです。センサ３本以上の組み合わせおよび 1 モジュールに 2 本の SSA を接続した場合は，変換器で直
接設定してください。

● 更新レコード選択
レコードに属するパラメータ設定を実際の変換器センサ設定に反映されるかどうかを設
定します。例えば，pH センサの R2：校正設定（校正設定 pH のゼロ，スロープ，温度オフセッ
トなど）は，ある pH センサの設定値を他の pH センサにコピーしても意味がありません（測
定前に校正を実施することが多いため）。ユーザが設定値を他の変換器に反映する，しな
いをレコードごとにチェックボックスで指定します。

● パラメータの編集
パラメータの表示 / 編集操作は，変換器設定および検出器設定画面と基本的には同じです。

補足

FLXA402 パラメータエディタは，変換器のハードウエア構成を取得できません。そのため，実際の機器構成
ではサポートされていない設定が可能となります。（例：実際の機器が Basic モジュールであっても電流出力
設定の mA3/mA4 の設定が可能）。この場合，存在しない部分の設定は，実際の機器にインポートしても無視
されます。
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Rev-i

取扱説明書の改版履歴
● 資料名称 : 液分析計校正管理

● 資料番号 : IM 01R01A07-01JA

本書での変更点を，次の表で説明します。
版 No. 改定日付 主な変更点
初版 2018 年 11 月 初版発行
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