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i＜はじめに＞

はじめに
■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

・ 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、説明書

に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する

扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。

・ この説明書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。

・ 本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、本製品外

部に別途用意するようお願いいたします。

・ 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品をご使用ください。

・ 本製品を改造することは、固くお断りいたします。

・ 本製品および説明書では、安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。

 「警告」を示しています。製品においては、人体および機器を保護するために、説明書を参照

する必要がある場所に付いています。また、説明書においては、感電事故など、取扱者の生命

や身体に危険がおよぶ恐れがある場合に、その危険を避けるための注意事項を記述してありま

す。

■ 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いたします。

・ 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、ご不審な点や誤り、記載漏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。

■ 本製品の免責について
・ 当社は、保証条項に定める場合を除き、本製品に関していかなる保証も行いません。

・ 本製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の予測できな

い本製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対

しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
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■ 説明書中のシンボルマーク
説明書中のシンボルマークは、以下の内容を示します。

警　告

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれが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る恐れがある場合に、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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■ ハードウェア製品について

● 外観、付属品の確認

 本製品がお手元に届きましたら以下の項目を確認してください。
・ 外観チェック

・ 標準付属品

● 形名、仕様コードの確認

 本製品に貼付されたネームプレートに、形名および仕様コードが記載されています。この番号と
一般仕様書（ General Specifi cation）に記載されている形名および仕様コード一覧を照合し、製
品がご注文の仕様どおりであることをご確認ください。お問い合わせ事項が生じましたら、当社
の営業またはお買い求め先代理店へご連絡ください。

Y
KCC-REM-
YCA-EEN999

①

②

①
①

③
③
④
⑤
⑥

①：仕様コード記載欄

②：計器の改訂番号または記号記入欄

③：電源電圧、消費電力記載欄

④：周囲温度

⑤：計器番号

⑥：予備スペース
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■ 安全性
本書に記載されている機器を取扱う際には、安全への配慮が第一に、かつ最も重要です。作業の

全局面において潜在する危険性を評価し、潜在的な事故を防止するために適切な措置を講じてく

ださい。

警　告

仕様により、本製品のオフライン校正時には CO、NH3 の有毒ガスを扱う場合があります。取り

扱いには特に注意し、正しく使用してください。

警　告

パージガスが室内に滞り、酸欠にならないように換気処置を十分行ってください。

注　意

機器に衝撃を与えないでください。回復不可能なレーザ損傷の原因となります。

■ レーザの安全性区分

重　要

機器には、放射線規制法（米国連邦規制、21CFR 1040.10）の管理・施行規則に従ったレーザ製

品が使用されています。

注　意

レーザ光線は目に見えません。レーザ光線に直接さらされないようにご注意ください。

最大光出力：　1 mW未満（酸素）

最大光出力：　20 mW未満（酸素以外のガス）

通常運転時、機器は「CLASS 1 レーザ製品」（IEC60825 － 1による）に該当します。
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■ 機器の構成材質
機器にはさまざまな材質のものが使われており、適切な方法での取り扱いが必要です。製品構造

の品質に有害な影響を与える可能性のある化学薬品（液体、気体）が製品に接触しないようにし

てください。

電子回路部のケースは、アルミニウム合金（Al-Si 12, ASTM（米国材料試験協会）A413.0 規格：

JIS H5302 ADC1 に相当）にエポキシ粉末で表面塗装したものです。溶接本体には、ステンレス

鋼（316SS）、ファスナーにはステンレス鋼（18-8）、ディスプレイ部（オプション選択時）には

ラミネート加工安全ガラスがそれぞれ使用されています。

■ 有資格技術者による保守
有資格技術者以外の者による作業は、作業者のけがや機器への多大な損傷を引き起こすことがあ

ります。また、本書に記載されている警告に従わなかった場合、作業者が重傷を負ったり機器に

多大な損傷を与えたりする可能性があります。

機器の保守は、必ず有資格技術者が行って下さい。有資格技術者とは、下記を指します。

・ プロセス分析機器（または一般的なオートメーション技術）の安全な取り扱い方に詳しく、

本書を読んで内容を理解した技術者

・ 機器の立上げ・設定方法についての指導を受け、本書を読んで内容を理解した技術者

■ 防爆仕様品
Zone 2：ATEX group II Cat. 3G（パージシステム Ex pz II T5 付、

   － 20℃≦ Ta ≦ 50℃）

Y

Poten al electrosta c charging hazard  -- See instruc on
Do not open when an explosive gas atomosphere is presented
Do not open when energized

  NOTE: Max Analyzer Input pressure is 0.2barG

3

Expz IIT5Ta  -20  to +50 

II3GYCA-EEN999
KCC-REM-     

Y

Poten al electrosta c charging hazard  -- See instruc on
Do not open when an explosive gas atomosphere is presented
Do not open when energized
Asphyxia on Hazard enclosure purged with Nitrogen

  NOTE: Max Analyzer Input pressure is 0.2barG

3

2

Expz IIT5Ta  -20  to +50 

II3GYCA-EEN999
KCC-REM-

警　告

ATEX 危険場所における運転：

防爆形仕様品以外は、危険場所での使用は絶対に行わないでください。防爆仕様品についても、

下記の危険場所では使用禁止です。

　Zone 0（CAT 1）、Zone 1（CAT 2）場所　

　Group I （ダスト・粒子）

　Group III　（繊維）
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■ 配管・配線

注　意

本取扱説明書を十分理解し、配管、配線に間違いがないよう、慎重に作業を実施してください。

■ 装置のシャットダウン

注　意

装置の電源をOFF にする場合は、必ずWindows（OS）のシャットダウンを実施したあと、再起

動する前に装置の電源をOFF にしてください。

■ バッテリの交換

重　要

CPU ボード上にあるバッテリ（CR2032 タイプ）は工場で実装されるもので、現場で取り付ける

ことはできません。交換が必要な場合は、当社サービスまでご連絡ください。
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◆　納入後の保証について
■当該製品を無断で改造することは固くお断りします。

■保証の期間は、ご購入時に当社よりお出しした見積書に記載された期間とします。保証サービ
スは、当社の規定に従い対処致します。当社が定める地域以外における出張修理対象製品の修
理の場合は、保証期間中においても技術者派遣費が有料となります。

■保証期間内に、当社納入品に当社の責任による故障を生じた場合には、故障が生じた納入品を、
当社指定の販売窓口または最寄のサービス事業所にお持込みいただくか、お送りください。そ
の納入品の故障部分の交換、または修理を行い、返送させていただきます。
●故障が生じた納入品のお持込み、またはお送りいただく際には、本計器の形名・計器番号を

ご明示のうえ、不具合の内容および経過などについて具体的にご連絡ください。略図やデー

タなどを添えていただければ幸いです。

●新品交換の 際は、修理レポートは添付いたしません。

■次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
●取扱説明書などに記載されている保証対象外部品の故障の場合。

●当社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故障の場合。

●お客様の不適当なまたは不十分な保守による場合。

●当社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。

●納入後の移設が不適切であったための故障または損害の場合。

●指定外の電源（電圧、周波数）使用または電源の異常による故障の場合。

●当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な保守によ

る故障の場合。

●火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射線汚染、およびその他天災地変な

どの不可抗力的事故による故障の場合。

■当社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねます。また、
　そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

■当社で取り扱う製品を組み込みあるいは転売される場含は、最終需要先における直接的、間接
　的損害に対しては責任を負いかねます。

■製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後 5年間とさせていただきます。
本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄のサービス事業所もしくはお買い求

め先当社指定販売窓口へご相談ください。
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1. クイックスタート
注　意

本取扱説明書の該当箇所をよくお読みください。TDLS200 レーザガス分析計は、高度技術を駆
使した機器であり、取扱い、設置、運転時には適切な注意が必要です。適切な注意を怠った場合、
機器を損傷する恐れがあり、保証も無効になります。機器および、その使用に関してご不明な点
がある場合は、当社または代理店までご連絡ください。

表 1.1 クイックスタート
手順 操作 内容

1.0 準備 丁寧に開梱し、機器（フランジ、ケーブル、電源、取扱説明書、付属品などを含む）
に損傷がないことを確認します。

1.1 付属のプロセスインタフェースが測定プロセスの接合部に合うことを確認します。

1.2 必要なユーティリティ（電源、N2 パージガス、計装空気、バリデーションガスなど）
が使用可能な状態にあることを確認します。

1.3 使用場所の地域特定安全要件に従っていることを確認します。

1.4 設置作業を開始する前に、取扱説明書の「3. 設置」を読んでください。疑問点が
ある場合は、当社までご連絡ください。

2.0 設置 腐食性雰囲気用プロセス絶縁フランジを使用する場合、プロセス・煙道のフランジ・
絶縁バルブに取り付けます。（3.8 節 図 3.7 を参照ください。）

2.1
プロセスインタフェース（アライメントフランジ）を、現場に取り付け済みのフ
ランジ（または必要に応じて絶縁バルブ）に取り付けます。（「2.7.7 プロセスイン
ターフェース」、「3.8 発光部、受光部およびアライメントフランジのプロセスフラ
ンジへの取付け」を参照ください。）

2.2 発光部と受光部を、それぞれのアライメントフランジに慎重に取り付けます。

2.3 ユニバーサルパワーサプライ（PS）、ユニバーサルリモート電源（URD）、リモー
トインタフェースユニット（RIU）など、オプション機器を取り付けます。

3.0 配線

配線については、「3.10 配線」に従って配線してください。
配線には、発光部および受光部をプロセスから外して、近くのオフライン校正セ
ルに接続することができるように配慮して、トレイケーブル、フレキシブルコン
ジット、その他の適合する外装ケーブルを使用してください。硬質コンジットシ
ステムは、不適切なため使用しないでください。

3.1
適切な電源を接続します。
• 24 V DC を発光部のバックプレーン上の TB1端子台の端子番号 1-2 間に接続しま
す。
• 100/240 V AC、50/60 Hz を PS, URDに接続し、24 V DCを分析計へ供給します。

3.2 発光部－受光部間接続ケーブル（付属品）を、「3.10 配線」に従って接続します（発
光部のTB7端子台と受光部のTB13端子台）。

3.3 アナログ I/O 信号を、アナログ I/O ボードに接続します。出力を TB8端子台に、
入力をTB9端子台に接続してください。

3.4 URD、イーサネット、電磁弁、デジタル I/Oなど、他の機器を接続します。

3.5 端末処理をチェックし、全ケーブルシールドが「3.10 配線」に従って接地されて
いることを確認します。
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手順 操作 内容

4.0 ユーティリティ

注：パージガスライン、バリデーションガスラインなど、すべてのガスラインは
機器に接続する前に、十分な洗浄、乾燥、パージを行って下さい。これを怠ると、
機器の重大な損傷や、内部光学素子の汚染原因となります。（2.7.10 パージシステ
ムを参照ください。）

適切な機器用パージガス（酸素濃度測定の場合、N2）を接続し、「3.13 パージ配管」
要領（防爆用パージシステムを含む）に従って配管接続を行い、パージガスの供
給を開始します。
防爆形のパージは、単段減圧弁を使用した場合の過度の圧力による損傷を避ける
ため、パージガス入口には必ず二段減圧弁を取り付けてください。

4.1
適切なプロセス窓用パージガス（酸素濃度測定の場合、N2）を接続し、供給パー
ジガスの接続構成に従って配管接続を行い、窓パージガスの供給を開始します。
このとき、すべての遮断弁が開いていることを確認してください。（2.7.10 パージ
システムを参照ください。）

4.2
「2.7.11 バリデーション」を参照のうえ、通常運転時はパージガス、バリデーショ
ン（検証）時は適切なバリデーション用のガスを接続し、「3.13 パージ配管」の要
領に従って配管接続を行い、パージガスの供給を開始します。

4.3
他の必要なユーティリティ接続（加熱絶縁フランジやフローセル用スチームトレー
スなど）や、有毒ガス雰囲気用二次窓パージを接続し、チェックします。ユーティ
リティを開始します。

4.4 全接続の漏れチェックを行い、圧力が定格を超えていないことを確認してくださ
い。

5.0 起動
分析計に電源を供給します。マルチメータを使って発光部バックプレーンの TB1
端子台の電圧が24 V DC であることをチェックします。（4.1.2 項 図 4.1 を参照く
ださい。）

5.1 装置右下のシーソースイッチを入れて分析計を起動させます。（4.1.2 項 図 4.1 を
参照ください。）

5.2 バックプレーン、および FPGAボード上の各種 LEDが点灯（1箇所は点滅）して
いることを確認してください。（4.1.2 項 図 4.1 を参照ください。）

5.3 SBCボード上の緑色 LEDが、全点灯していることを確認してください。（図4.1 を
参照ください。）

5.4 アナログ I/Oボード上の LEDが、全点灯していることを確認してください。
（4. の 図 4.1 を参照ください。）

6.0 チェック
6.5 インチ表示器＋キーパッド（オプション）が装備されている場合、Main Menu
メッセージと分析計状態情報を確認します。（4.1.3 項 図 4.2、図 4.3 を参照くださ
い。）

6.1 小型表示器（20字× 4行、VFD、オプション）が装備されている場合、状態メッセー
ジを確認します。

6.2
ユーザインタフェースがない場合、コンピュータをバックプレーン上の SBCボー
ドにイーサネット接続します。コンピュータ上で付属のVNCソフトウェアを起動
させ、分析計のMain Menuをコンピュータ上で確認します。

6.3

“Validation Required” の警告メッセージが表示された場合、起動時に測定対象ガス
の吸収ピークが検出されなかったことを示します。分析計の運転を停止し、光路
に測定ガスをしばらく流してから再起動させるか、またはバリデーションを実施
してください。分析計が対象ガス吸収ピークに正しく調整されているか、確認す
ることができます。いずれの方法でも、警告メッセージが解除されない場合、当
社までご連絡ください。

7.0 光軸調整
最初に、ユーザインタフェースで透過率を確認します。アライメント調整を行い、
最大透過率を得ます。 完全アライメントとは、清浄な測定ガスの透過率が100％
近くになることです。（3.11 光軸調整を参照ください。）
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手順 操作 内容

7.1

発光部のアライメントフランジのナットを上下左右に調節し、透過率の増減を見
ながら、アライメント調整を行います。
「Display、コンピュータにてMain Menu 内で透過率を確認しながら、アライメン
トフランジを調整し、透過率が最大となる位置に合わせます。発光部側→受光部
側の順で調整を行います。

8.0 BASIC MENU
設定

以下の操作は、 「6.5 インチ表示器＋キーパッド（オプション） 」または、コンピュー
タを接続して行います 

日付設定：日付を設定します
ユーザインタフェースを使って、プロセスや他のパラメータを正しく設定します。

8.1 Basic Menu に入り、Confi gure に進みます。

8.2 Optical Path 正確な光路長を入力します。

8.3 Gas Pressure 正確な測定ガス圧力を入力します（Active の場合、Advanced Confi gure を参照）。

8.4 Gas Temp. 正確な測定ガス温度を入力します（Active の場合、Advanced Confi gure を参照）。

8.5 他のパラメータの設定（アナログ I/Oレンジ、警報レベル、自動バリデーション
手順等）が必要な場合、Advanced Menuにアクセスしてください。

Advanced Menu はパスワードで保護されており、有資格者（<はじめに >■有資
格技術者による保守」を参照ください。）のみ操作可能です。ご不明な点は、当社
までお問い合わせください。

Basic Menu の Data セクションへ進みます。Record Result Data を設定します。こ
の設定により、運転中の重要情報が分析計に保存され、その情報は運転・状態・
診断の検証や、他のトラブルシューティングで利用されます。

9.0 ADVANCED 
MENU設定

正しいパスワードを入力し、Advanced Menu－ Confi gure に入ります。
光路長、圧力、温度の単位を選択します。

9.1 Optical Path 正確な光路長を入力します。

9.2 Gas Pressure Fixed またはActive を選択します。

9.3 Gas Temperature Fixed またはActive input、 Active ambient、Active Peaks を選択します。

9.4 Confi gure の System I/O サブメニューで入力して、システム I/Oを設定します。

9.4.1
Analog Output の設定
所望の出力を、各CHに割り当てます。
･Concentration ･Gas tempareture ･Gas pressure ･Transmission・None
設定レンジに対応した出力が、4-20 mAで出力されます。

9.4.2 分析計がWarning、Fault、Export Data、Calibration Modes にあるときは4～ 20 
mA出力のモード（Block、Track、Hold）を選択します。

9.4.3

Digital Output（Warning、Faults）を設定します。ほとんどが工場出荷時に設定さ
れているため、必要時以外はそのまま工場初期設定値を使用してください。
User Alarmについては、Measured Gas Concentration、Transmission のいずれか
を選択し、レベルを設定します。
Data 画面に進み、Record Result Data、Spectrum Capture またはVal/Cal の値を設
定します。この設定により、運転中の重要情報が分析計に保存され、その情報は
運転・状態・診断の検証や他のトラブルシューティングで利用されます。
Trends 画面に進み、各パラメータ項目を再点検、設定し、設定期間中の分析計の
性能をチェックします。
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手順 操作 内容

9.4.4 非プロセスパラメータ

測定対象ガスを含むパージガスを使用するアプリケーション（酸素濃度測定時、
パージガスに計装空気を使用する場合など）では、非プロセスパラメータの設定
が必要です（詳細は本書のソフトウェアの項に記述）。また、バリデーション用セ
ルにライン固定ガスを使用する（燃焼用一酸化炭素等）場合にも、非プロセスパ
ラメータの設定が必要です。

10.0 通常運転 現場での設定が完了し、分析計が2時間以上警報なしで動作したら、データのエ
クスポートを行います。

10.1
データのエクスポートは、空のUSBメモリ (付属品のUSBメモリ )を発光部バッ
クプレーンのUSBポートに差し込んで行います。データ転送には、数分を要します。
データ転送中にUSBメモリを外さないでください。

10.2 VNCソフトウェアを閉じ、 サービス用コンピュータ（接続されている場合）を外
します。

10.3 ドア・蓋がしっかりと密閉されていることを確認します。

10.4 これでシステムは、通常運転モードになります。

10.5 全エクスポートデータファイルにコメントを付けて、お客様で保存してください。
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2. 概要

2.1 序論
レーザガス分析計 TDLS200 は、過酷なプロセスアプリケーションにおいて、さまざまなガスの
濃度を測定することができます。高温、高圧、腐食性ガスや刺激性ガス雰囲気、高ダスト濃度など、
厳しい条件下で安定した測定を行う、堅牢なプロセス分析計です。煙道中のガスを直接測定する
ことができるため、設置コスト、メンテナンスコストを削減することができます。また、高速測
定で他成分による干渉の影響をほとんど受けることがないため、他のプロセス分析計に比べて、よ
り高い精度が得られます。

■  特長
・スペクトル面積法の採用により、多くのアプリケーションで、他成分の干渉、圧力、温度の影

響をほとんど受けることなく測定が可能

・ダイレクト測定で高速応答

・プロセス（測定ガス）圧力 1 MPa 未満

・プロセス（測定ガス）温度 1500℃以下（測定成分、レンジによる）

・非接触式光学測定

・長期安定性に優れ、可動部がなく、メンテナンスコストが低い

・腐食性ガス、刺激性ガスでも安定測定が可能

・高ダスト条件下でも安定測定が可能

・各種診断機能搭載

・危険場所設置可能―ATEX 防爆

　（TIIS 防爆用は、TDLS200SJ(GS11Y01C01-01) を参照してください）

■  測定条件：
・ プロセス（測定ガス）温度：1500℃以下（測定成分、レンジによる）

・ プロセスガス（測定ガス）圧力：1MPa 未満 

・ 高ダスト条件下でも可（測定光路長に応じて）

測定条件の検出限界値は、ガス濃度、ガス圧力、光路長、測定ガス濃度の相互影響により、各ア

プリケーションで異なります。標準形（非防爆形）は、安全場所（一般目的）で使用します。

基本的なレーザガス分析計のシステムは、発光部と受光部で構成され、測定点に分析計を接続す

るための、さまざまなプロセスインタフェースの取り付けが可能です。また、標準仕様に以下の

ようなオプションを追加することができます。

・ 小型表示器

・ 6.5 インチ表示器とキーパッド

・ 表示器フード

・ ユニバーサル電源（小型表示器付き、または無し）

・ リモートインタフェースユニット

・ その他
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2.2 機能
レーザガス分析計 TDLS200 は、波長可変半導体レーザ（TDL）による吸収分光計測法を利用し、
レーザ光が測定対象ガスを通過するときに吸収（損失）される光の量からガス濃度を測定します。
レーザガス分析計の基本的構成は、近赤外線を生成するレーザ、測定対象ガスを通過して受光部
まで届くように、レーザ光を集光する光学レンズ、検出器、レーザを制御し、検出器の信号をガ
ス濃度の信号に変換する電子回路部です。
ガス分子は、吸収線と呼ばれる特定の波長の光を吸収し、吸収の強さはランベルト・ベールの法
則に従います。

I = Io･e -E･G･L 

I：透過光の強さ
IO：入射光の強さ
E：吸光係数
G：ガス濃度
L：測定経路の長さ

● 波長可変半導体レーザを分光法の光源として使用する利点：
• 感度：　　　ppmレベルの測定が可能（アプリケーションによる）。

• 選択性：　　レーザ光線の線幅が狭く、単一の吸収線の分離が可能。高い選択性を実現。

• 光出力：　　ダイオードレーザは 0.5 mW～ 20 mWの光出力が可能。光透過性が悪い高ダス  

  ト濃度の測定環境でも測定が可能。
• 単色性：　　分散素子（フィルタなど）が不要。光源自体に選択性があり。

• 波長可変：　吸収特性の全域にわたり波長を掃引し、スキャンごとに吸収ピークとベースライ

 　　　　　　ンを測定することで、検出器での光パワーが変動しても測定に影響を与えません。

 　　　　　　これは、ダスト濃度が高いアプリケーションで有用です。
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■ 測定

• 測定時、レーザは一定温度に保持され、波長の粗調整が行われます。

• レーザ印加電流を変化させて、発振波長の微調整が行われます（図 2.1）。

• これによりレーザ光は、測定したい波長領域にスキャンされます。

• レーザ光は平行化され、測定ガスを通過します。

• 通過したレーザ光は受光部に集光され、電気信号に変換されます（図 2.2）。

• この信号から、測定対象ガス成分による吸光度が測定されます。

• 吸光度は、測定対象ガスの濃度に比例するので、この吸光度からガス濃度が演算されます。

020201J.ai

図 2.1 レーザへの印加電流変化

020202J.ai

図 2.2 　受光部で検出された信号

020203J.ai

図 2.3 処理された受光部信号
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2.3 システム構成例
システム構成例 1
・煙道取付直接設置
・バリデーション無し

発光部／受光部接続ケーブル

* 50A フルポート
   バルブ  * ANSI Class 150-2B-RF

    フランジ

アライメントフランジ (K9745CA : ２インチの場合)
316SS（SUS316相当）

発
光
部

受
光
部

* 100～240V AC電源
（お客様ご用意）

RI
U
／
U
RD
用
8ペ
ア
ケ
ー
ブ
ル

小型表示器

ユニバーサルリモート
電源(/URD)

( /
 X
 □
□
  ·
 · 
· 長
さ
指
定
) *
1

（ / W □□□  · · · 長さ指定）

見積り例
1. ユニバーサルリモート電源（TDLS200/URD) の場合
　TDLS200-G-＊＊-＊-＊-/URD/W□□□/X□□
2. ユニバーサルパワーサプライ（TDLS200/PS) の場合
　TDLS200-G-＊＊-＊-＊-/PS/W□□□

（注） アライメントフランジ（K9745CA) を同時にご購入ください。
＊印はお客様にてご用意ください。
＊1: ユニバーサルパワーサプライ（TDLS200/PS) の場合には
         発光部 /PS ケーブルはお客様にてご用意ください。
＊2: プロセス窓パージ流量はアプリケーションにより異なります。

プロセス窓用パージ入口

：配線
：配管（*1/4 インチステンレスパイプ）

排気

排気

*流量計
(10 L/min)

* 流量計
*2(100 L/min)

プロセス窓用パージ入口

プロセス窓用パージ入口プロセス窓用パージ入口

発光部内用パージ入口

*流量計
(10 L/min)

* 流量計
*2(100 L/min)

受光部内用パージ入口
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システム構成例 2-1 (1CH 用 )
・煙道取付直接設置
・自動バリデーション付

発光部／受光部接続ケーブル

* 50A  
フルポート
バルブ

 * ANSI Class 
   150-2B-RF
    フランジ

アライメントフランジ (K9745CA :２インチの場合)
 316SS (SUS316相当）

発
光
部

受
光
部

* 100～240 VAC電源
  （お客様用意）

 DCSへ
ユーティリティパネルプロセス窓用

パージライン

オンライン
バリデーション /
分析計パージライン

（K9745EA)

（/ W□□□· · · 長さ指定）

見積り例
1. ユーティリティパネルの場合
　TDLS200-G-＊＊-＊-＊-/W□□□/X□□

（注） アライメントフランジ（K9745CA) を同時にご購入ください。
＊印はお客様にてご用意ください。

( /
 X
 □
□
 · 
· ·
 長
さ
指
定
) *
1

：配線

：配管 (*1/4 インチステンレスパイプ）

STOP

START

メインパワースイッチ20A

N2 または計装空気入口
（アプリケーション
によって異なります。）

排気

バリデーションガス入口

計装空気入口

C2AB C1

RI
U
／
U
RD
用
8ペ
ア
ケ
ー
ブ
ル

システム構成例 2-2 (2CH 用 )

排気

* 100～240 VAC電源
  （お客様用意）

AB C1 C2 C2 C1 A B

計装空気入口

N2 または計装空気入口
（アプリケーション
によって異なります。）

バリデーションガス入口

ユーティリティパネル
（K9745EB)

配管先は上図を参照ください。
分析計2

発光部から DCSへ

：配線
：配管

分析計1
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システム構成例 3
・微量水分計システム

発光部

フローセル（加熱トレース付き）

サンプル
ガス（入口）

スパン
ガス入口

N2ガス
入口

サンプル
ガス（出口）

受光部

計装空気
入口

サンプルセル
加熱トレース
コントローラ

ヒータライン

ヒータ電源ライン

排気

排気

排気
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2.4 基本仕様
測定対象： ガス中のO2、CO (+CH4)、H2O、NH3(+H2O)、CO2、H2S

測定方式： 半導体レーザ分光方式
  光源；近赤外半導体レーザ
 　 レーザクラス；CLASS 1

測定成分 : O2、CO、NH3、H2S、CO2、H2O の中から 1成分
  CO + CH4、NH3 + H2O は 2 成分測定

測定範囲 :   
測定成分 最小レンジ 最大レンジ

 O2  0-1%  0-25% 
 CO (%)  0-5%  0-50%
 CO (ppm)  0-200 ppm  0-10000 ppm
 CO+CH4  CO  0-200 ppm  0-10000 ppm

 CH4 0-5%
 NH3  0-30 ppm  0-5000 ppm
 NH3 + H2O  NH3  0-30 ppm  0-5000 ppm

 H2O  0-5%  0-50%
 H2S  0-5%  0-50%
 CO2 （低濃度）  0-1%  0-5%
 CO2（高濃度）  0-5%  0-50%
 H2O (ppm) in non HC  0-30 ppm  0-30000 ppm
 H2O (ppm) in HC  0-30 ppm  0-30000 ppm
 H2O (%)  0-5%  0-100%

　   　注 1）　in non HC：塩素および無機系バックグランド
　　 　   　　　             in HC：有機系バックグランド
  　 注 2）　上記レンジ以外の測定をご希望の場合は、ご相談ください。

光路長：発光部と受光部間を測定ガスが通過する距離
        標準；0.5 ～ 6 m（ただし、アプリケーションによる）
　　　大口径アパーチャ光学系；30 ｍ以下　

 注）0.5 m 以下、30 m 以上の光路長については、ご相談ください。

ユーザインターフェース（表示部、操作部）
1. 表示部＋操作部付き
　・操作部：ステンレス製、30 キー
　・液晶表示パネル：6.5 型、グラフィック表示
2. 小型表示器付き
　・蛍光表示管 (20 字× 4 行 )
3. 操作部無し
　・小型表示器付き、無しタイプでは、操作には RIU（リモートインタフェースユニット）
 　またはコンピュータ が必要です。
ソフトウェア：TruePeak ソフトウェア Ver. 3.0

表示内容（英語表示）：
  Concentration( 濃度 )；vol％、ppm 
  Transmission( 透過率 )；％
  Status( 状態 )；Initializing、Measuring、 Warning、 Fault
  Temperature( 温度 )；Fixed、 Active ambient 、Active
  Pressure( 圧力 )；Fixed、 Active
  など
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アナログ出力： 3 点、4～ 20 mA DC、絶縁出力、最大負荷 900 Ω

  濃度、透過率、サンプルガス温度＊、サンプルガス圧力＊ ( ＊：別途センサが必要 )

  バーンアウト機能；3.3 mA ユーザ設定可

  出力スパン：測定レンジ内で任意に設定可能

デジタル通信：イーサネット IEEE 802.3 10/100 Mbps、 RJ-45

接点出力： 3 点、c接点、最大定格 24 V DC、１A、または 125 V AC、0.5 A

  故障、警報 *、診断中など設定可 （＊：警報出力更新周期はユーザ設定可能）

バルブ駆動用接点出力：

  3 点、最大定格 24 V DC、１A 　ゼロ用、スパン用、オンラインバリデーション 

 用電磁弁の制御

アナログ入力：2点、4～ 20 mA DC、温度、圧力補償用

データ保存： 結果ファイル、スペクトルデータ、設定データなど

  データ転送用USB ポートあり

自己診断機能：レンジオーバ異常、透過率異常、温度・圧力異常、レーザ温度異常など

校正： 校正方法；ゼロ、スパン校正

  校正モード；自動、手動

バリデーション：バリデーションモード；自動、手動

  バリデーションガス；2種類が使用可能

  許容値；ユーザ設定可能

  ( オンラインで標準ガスによる表示値を確認する機能で「校正」ではありません。)

電源： 24 ± 0.5 V DC  5 A

  100 V AC で使用する場合、ユーティリティパネルまたは表示器付ユニバーサル  

 リモート電源（/URD）またはユニバーサルパワーサプライ（/PS）（電源 100 ～  

 240 V AC、50/60 Hz）をご用意ください。

消費電力： Max.120 W (24 V DC、5 A)

構造： 発光部・受光部；屋外設置形、防塵・耐水構造 IP65

材質： ケース（発光部、受光部）；アルミニウム合金

  操作部（表示器＋操作部付き指定時）：ステンレス  

  表示器（表示器付き指定時）; ラミネート加工安全ガラス

接ガス部材質：316SS(SUS316 相当）、BK-7 ガラス、テフロン被覆バイトン、シリコン RTV

  シーリング剤

防爆構造： Zone 2：ATEX group II Cat. 3G（パージシステム Ex pz II T5 付、

   ‒ 20℃≦ Ta ≦ 50℃）

 
塗色： 発光部；ミントグリーン（マンセル 5.6BG3.3/2.9）およびシルバーグレイ（マ  

   ンセル 3.2PB7.4/1.2）

  受光部；シルバーグレイ（マンセル 3.2PB7.4/1.2）

塗装： エポキシ樹脂粉体塗装
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質量： 発光部：約 16 kg 

  受光部：約 5.5 kg 

測定ガス条件：

  測定ガス温度；最大 1500℃以下 ( アプリケーションにより異なる）

  測定ガス圧力；1 MPa 未満（アプリケーションにより異なる）

                       ダスト； 20 g/Nm3 以下（測定ガス、光路長、ダスト種類など設置環境による）

暖機時間： 60 分

　
設置環境： 

  周囲温度； ‒10 ～ +50℃（起動時 0 ～ +50℃）

  周囲湿度；0～ 90%RH（結露しないこと）

  取付けフランジ；ANSI Class 150-2B-RF、ANSI Class 150-3B-RF、ANSI Class 

  150-4B-RF 用アダプタ

  取付け角度；フランジ取り付け角度公差± 2°以内

  ケーブル長；最大距離 50ｍ
  ケーブル引込口；3/4 NPT（F）

  振動の少ない所に設置してください。

  パージガス；アプリケーションの種類、要求測定精度により、以下のパージガス  

   　　 を推奨。

  O2 測定：N2（99.99% 以上、測定レンジによる）

  CO2 測定： N2（99.99% 以上）または CO2 を含有しない不活性ガス 

  H2O 測定（ppm）：99.99%N2 ガス

    （H2O；0.1 ppm以下；最小測定レンジの場合）　

   　＊ N2 ガス用ドライヤ付微量水分計システムの場合

  　　　 ドライヤ入口N2 ガス仕様；99.99%N2（H2O；1 ppm以下）

    機器構成と配線・配管は微量水分計のシステム構成図を参照く 

    ださい。

  H2O 測定 (%)：計装空気（露点 -40℃以下）またはN2（99.99% 以上）

  CO、NH3、その他ガス測定：計装空気（露点 -15℃以下）、または

    N2（ 99.99% 以上） 

 パージガス流量；発光部、受光部内用：２～ 10 L/min（アプリケーションによ  

    り異なる。）

　　　　　    　   プロセス窓用：5～ 200 L/min（アプリケーションにより異なる。）

 パージガス接続；ガス接続口；外径 1/4 インチ配管取り合い    

    他の接続方法については、別途ご相談ください。
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■ 特性
繰返し性： 読み値の± 1％、または下記表の値の大きい方（＊測定条件は下記による）

測定成分 繰返し性
O2 ± 0.01%
CO (%) ± 0.01%
CO (ppm) ± 1 ppm

CO+CH4 CO ± 1 ppm
CH4 ± 30 ppm

NH3 ± 0.2 ppm

NH3+H2O NH3 ± 0.2 ppm
H2O ± 0.02%

H2S ± 0.015%
CO2( 低濃度） ± 2 ppm
CO2( 高濃度） ±0.02%
H2O (ppm) in nonHC ± 0.1 ppm
H2O (ppm) in HC ± 0.1 ppm
H2O (%) ± 40 ppm

直線性：フルスケールの± 1%（＊測定条件は下記による）

 ＊測定条件： 測定ガス温度；25℃

  測定ガス圧力；0.1 MPaA

  光路長；1 m

定量測定限界： 実際の測定ガス温度・圧力条件、および分析計周囲温度範囲を加味した、実使  

　 用状態での最大変動幅です。

  アプリケーションごとに異なり、実際の測定条件情報をいただければ、提示可  

 能ですので、ご相談ください。

データ更新周期：2 秒～（アプリケーションによる）
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■ オプション

● ユーティリティパネル：K9745EA、K9745EB
手動、または自動オンラインバリデーション用に使用します。

本機器と組み合わせることで、分析計によるバルブ制御ができます。

分析計用電源 24 V DC  5 A 付きです。

分析計本体 1台用 (K9745EA)、または 2台用 (K9745EB) があります。

3台以上の場合は、当社までご相談ください。

・電源仕様：100 ～ 240 V AC　50/60 Hz

・使用環境：分析計本体と同じ

・構　造　：非防爆形、屋外設置、IP65

・取付方法：壁取付け

・質　量　：30.2 kg（1台用）、 45.3 kg（2台用）

● リモートインタフェースユニット（RIU）（表示器・操作部装備、壁取付け型）: K9745FA
分析計本体の遠隔操作用に使用します。イーサネット（VNC）を経由して、最大 3台（それ以上

は別途相談）までの分析計を、接続することができます。

・電源仕様：24± 0.5 V DC  5 A（100 V AC 電源で使用する場合、ユニバーサルパワーサプラ

イ（K9745BA) が別途必要です。）

・取付方法：壁取付け

・構造：非防爆形、屋外設置、IP65

・材質：アルミニウム合金

・寸法：460 × 330 × 180 mm

・質量：11.5 kg

・操作部および 6.5 型表示器付

・接続分析計数：最大 3台（イーサネット接続）、　それ以上は別途ご相談

・接続ケーブル：8ペアシールド付ツイストペアケーブル。分析計発光部と接続します。

・付属の TruePeak ソフトウェアはWindows XP®およびWindows ７搭載のコンピュータ上で

動作します。

● 表示器付ユニバーサルリモート電源（TDLS200／ URD）：K9745BB
分析計本体に接続して使用する、小型表示器付 24 V DC 電源です。

・電源仕様：100 ～ 240 V AC、50/60 Hz   230 VA

・取付方法：壁取付け

・構造：非防爆形、屋外設置、IP65

・材質：アルミニウム合金

・寸法：254 × 228 × 204 mm

・質量：7 kg

・表示部：小型表示器（20字× 4行、VFD、操作部なし―小型表示器付と同機能）

・通信機能：イーサネット  IEEEE802.3  10/100 Mbps、RJ45

・RIU やイーサネット（VNC）接続可能なコンピュータ用の RJ-45 イーサネットポートが装備
されています。

・接続ケーブル：8ペアシールド付ツイストペアケーブル。分析計発光部と接続します。

・パージ仕様：腐食性、ダスト雰囲気など、必要に応じて使用します。

 　パージガス：計装空気またはN2
 　パージ流量：2 L/min
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● ユニバーサルパワーサプライ (TDLS200 ／ PS)：K9745BA
分析計本体に接続して使用する、24 V DC 電源です。

・供給電源：100 ～ 240 V AC、50/60 Hz　230 V A

・取付方法：壁取付け

・構造：非防爆形、屋外設置、IP65

・材質：アルミニウム合金

・寸法：254 × 228 × 204 mm

・質量：7 kg

・パージ仕様：腐食性、ダスト雰囲気など、必要に応じて使用します。

 　パージガス：計装空気またはN2
　　パージ流量：2 L/min

● アライメントフランジ：K9745CA、K9745CB
発光部、受光部をプロセスに装着し、光軸調整を行うためのプロセス側との取り合いになるフラ
ンジです。ベローズ型密閉構造により、プロセス側の密閉性は常に保持されます。
フランジサイズは、ANSI Class150-2B と ANSI Class150-3B の 2種類があります。
部品番号 フランジ規格 材　質 質　量

K9745CA ANSI Class 150-2B 316SS
（SUS316相当）

4.5 kg

K9745CB ANSI Class 150-3B 9.5 kg

　＊ 2個／ 1セット

● プロセス絶縁フランジ ：K9745CN、K9745CQ
分析計を保護するためのプロセス側との取り合いになるフランジです。測定ガスに腐食性ガスが

含まれる場合、または測定ガスが 0.55 MPa 以上 1 MPa 未満の圧力の場合に使用します。必ずア

ライトメントフランジに接続してください。

・ガス温度：200℃以下

・ガス圧力：1 MPa 未満

・フランジサイズ： ANSI Class150-2B

・質量：  K9745CN; 約 5 kg、材質 316SS (SUS316 相当 ) 

　　　　K9745CQ; 約 5.25 kg、材質 Monel A400  
　＊ 2個／ 1セット　

● フローセル：K9745DC、K9745DD
プロセスから測定ガスを抽出して測定する場合に使用します。フローセルを使用する場合、アラ

イメントフランジは使用しません。専用アライメントフランジが付属しています。腐食性ガスの

場合、材質はモネルを選定してください。

・ガス温度 ：200℃以下

・ガス圧力：1 MPa 未満

・光路長：1016 mm

・質量：K9745DC; 20.4 kg、セル材質 316SS (SUS316 相当 ) 

  　　   K9745DD; 24 kg、セル材質 Monel A400 

● 校正セル ( オフライン ) ：K9745DN、K9745DP
オフライン校正用に使用します。校正セルを設置する場合には、設置台付をご指定下さい。

・光路長：726 mm

・材質：316SS（SUS316 相当 )

・質量：K9745DN（台無し）; 約 7 kg

　　　   K9745DP（設置台付き）; 約 11.5 kg

● 校正ガス
校正ガスは、お客様でご用意下さい。
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2.5 形名およびコード
TDLS200 形レーザガス分析計 [ スタイル：S2]

形名 基本コード 付加コード 仕様
TDLS200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・レーザガス分析計

構造
-G ・・・・・・・・・・・一般形（CEマーク付き）
-S ・・・・・・・・・・・防爆形：ATEX防爆（CEマーク付き）（注1）

測定成分、測定レンジ 

-X1 ・・・・・・・・・・・酸素 (%)、600℃以下
-X2 ・・・・・・・・・・・酸素 (%）、1500℃以下
-C1 ・・・・・・・・・・・一酸化炭素（%）、500℃以下
-C2 ・・・・・・・・・・・一酸化炭素（ppm）、500℃以下
-C3 ・・・・・・・・・・・一酸化炭素（ppm）、1500℃以下
-C4 ・・・・・・・・・・・一酸化炭素（ppm）、1500℃以下 + CH4 (0-5%)
-A1 ・・・・・・・・・・・アンモニア（ppm）、450℃以下
-A2 ・・・・・・・・・・・アンモニア（ppm) + 水分 (%)、450℃以下
-S1 ・・・・・・・・・・・硫化水素 (%)、500℃以下
-D1 ・・・・・・・・・・・二酸化炭素 (%)、低濃度、500℃以下
-D5 ・・・・・・・・・・・二酸化炭素 (%)、高濃度、500℃以下
-H1 ・・・・・・・・・・・水分 (ppm)、塩素バックグランド、100℃以下
-H2 ・・・・・・・・・・・水分 (ppm)、無機系バックグランド、100℃以下
-H3 ・・・・・・・・・・・水分 (ppm）、有機系バックグランド、100℃以下
-H4 ・・・・・・・・・・・水分 (%)、高濃度レベル、100℃     ─ 500℃

ユーザインタフェース
（表示器、操作部）

-N ・・・・・・・・・・・なし
-1 ・・・・・・・・・・・小型表示器付き
-2 ・・・・・・・・・・・表示器 +操作部付き

光路長 (注 2） 
-N ・・・・・・・・・・・標準：光路長0.5 ～ 6 m
-A ・・・・・・・・・・・大口径アパーチャ光学系：30 m以下　

付加仕様 フード   
ユニバーサルパワーサプライ

表示器付ユニバーサルリモート電源
発光部、受光部ケーブル

RIU/URD用 8ペアケーブル
イーサネットケーブル

/H 表示器フード付き　（注1）
/PS ユニバーサルパワーサプライ
/URD 表示器付ユニバーサルリモート電源
/W□□□ 発光部、受光部ケーブル　（注3）
/X□□ RIU/URD用 8ペアケーブル　（注3）（注4）
/Y□□□ イーサネットケーブル（注3）（注5）

＊1：光路長が0.5 m以下、または30 m以上の場合、ご相談ください。
＊2：発光部・受光部間のケーブルは、必ずご購入ください。
(注 1）：構造 -S を指定した場合、光路長 -Aおよび付加仕様 /Hを指定することができません。
(注 2）：光路長 -Nを選択した場合は、アライメントフランジが必要です。光路長 -Aを選択した場合、アライメントフランジ 

　　は不要です。
(注 3）：□には、必要なケーブル長 (m) を 0～ 5までの数字で指定してください。
  　  標準で選択できる長さは5 m、10 m、15 m、20 m、25 m、30 m、35 m、40 m、45 m、50 mです。
　　　　50 m以上の場合は、ご相談ください。
(注 4）：ユーティリティパネルにも使用可能です。

　　(注 5）：イーサネットケーブルは、分析計本体の発光部とRIU/URD間の接続に使用します。
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■ レーザガス分析計用部品

ユーティリティパネル
部品番号 仕　様 備　考

K9745EA 基本システム（1点測定）用
ユーティリティパネル *4お客様の要求に合わせたユーティリティパネル構成　

　 が可能です。PSあるいはURDは不要になります。
K9745EB 基本システム（2点測定）用

ユーティリティパネル

リモートインタフェースユ二ット（RIU）
部品番号 仕　様 備　考

K9745FA 接続可能な分析計：最大3台 - CE マークなし 電源 24 V  DC  5 A が必要です。

アライメントフランジ    *1
部品番号 仕　様 備　考

K9745CA アライメントフランジANSI Class150-2B、316SS(*2)
1セットで発光部側と受光部側合わせて2個含まれます。

K9745CB アライメントフランジANSI Class150-3B、316SS(*2)

プロセス絶縁フランジ（アライメントフランジ必要）　*3
部品番号 仕　様 備　考

K9745CN プロセス絶縁フランジ，316SS（*2)/ サファイヤ /カ
ルレッツ 2B 150# 

1セットで発光部側と受光部側合わせて2個含まれます。
直接取り付け、またはバイパス取り付け時の保護用
注）必ずアライメントフランジと組み合わせて使用して
        ください。
チタン、ハステロイ C-276、カーペンタ 20など、別途
相談可。K9745CQ プロセス絶縁フランジ，Monel A400/ サファイヤ /カ

ルレッツ2B 150# 

フローセル（アライメントフランジ不要）
部品番号 仕　様 備　考

K9745DC フローセル316SS(*2)/ サファイア /カルレッツ、
光路長1016 mm 抽出測定ガスの測定用

ハステロイC-276、カーペンタ20など、別途相談可。
K9745DD フローセル Monel A400/ サファイア /カルレッツ、

光路長1016 mm

校正セル（オフライン）
部品番号 仕　様 備　考

K9745DN オフライン校正セル、316SS(*2) オフライン校正用
発光部－受光部間に接続、光路長726 mmK9745DP オフライン校正セル、316SS(*2)（設置台付）

*1：MSコードの光路長で - Ａを選択した場合，アライメントフランジは不要です。
*2：316SS；SUS316相当
*3：HCI、H2S などの腐食性ガスを含むアプリケーションについては、別途ご相談ください。
*4：特注対応となります。
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■ 標準付属品

下記の表を参照し、納入された機種に対応する標準付属品の数量がそろっていることを、確認してくだ
さい。

番号 品　名 部品番号

機　種

備考
TDLS200-G TDLS200-S

水分計 ppm その他 水分計 ppm その他
標準 大径 標準 大径 標準 大径 標準 大径

1 取扱説明書 IM11Y01B01-01 1 1  ̶

2 リカバリディスク（CD-ROM）  ̶ 1 1 SBCに内蔵されているコンパクト
フラッシュのバックアップ用

3 USBメモリ ̶ 1 1 データ取得用

4 フロントフェルール（ø1/4インチ、
316SS） ̶ 14 14 14 14 14 14 14 14 パージガス配管

5 バックフェルール（ø1/4インチ、
316SS） ̶ 14 14 14 14 14 14 14 14 パージガス配管 

6 ナット（ø1/4インチ、316SS） ̶ 14 14 14 14 14 14 14 14 パージガス配管  
7 プラグ（ø1/4インチ、316SS） ̶ 1 1 1 1 1 1 1 1 パージガス配管  
8 ケーブルグランド ̶ 2 2 2 2 2 2 2 2 発光部、受光部用
9 大口径アパーチャ光学系（発光部側） ̶ 0 1 0 1 0 1 0 1 大口径アパーチャ光学系発光部用  
10 大口径アパーチャ光学系（受光部側） ̶ 0 1 0 1 0 1 0 1 大口径アパーチャ光学系受光部用 

11 ゲイン調整用レジスタバッグ ̶ 0 1 0 1 0 1 0 1 受光部側計器内に内蔵（大口径ア
パーチャ光学系のみに使用）

大径：大口径アパーチャ光学系

A

A

アース端子
パージガス
配管コネクタ

CB

B C

パージガス
配管コネクタ

大口径アパーチャ光学系のときのみ
(通常はK9745CAまたはK9745CB)

大口径アパーチャ光学系のときのみ
(通常はK9745CAまたはK9745CB)

〈水分(ppm）のときのみ：④⑤⑥〉 

パージガス
配管コネクタ

⑨

④⑤⑥

⑩

⑪
大口径アパーチャ光学系のみ付属

④⑤⑥

④⑤⑥
⑧

④⑤⑥

⑧

⑦

図 2.4　標準付属品
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2.6 外形寸法図
分析計本体  TDLS200（アライメントフランジK9745CAによる煙道取付例）

単位：mm

453

A

（＊）
102 以上

397 ～120 312

20
3

（＊）
102  以上

201

（＊）
152以上

（＊）
102  以上

（＊）
508  以上

A

（＊）
305  以上

アース端子

パージガス入口
配管コネクタ

 (Ø
 6
0.
5) （銘版シール

  厚分含む）

（キーボードタッチキー
  高さ分含む）

（＊）
127  以上

（＊）
127  以上

（＊）
102  以上

CB

B C

（＊）
152 以上

33
6

ANSI Class 150-2B-RF フランジ 

排気

封止プラグ

パージ出口
発光部へ 発光部へ

パージ入口
発光部から

（可変）（可変）

～120

アライメントフランジ：K9745CA

パージ出口
チェックガス出口

プロセス窓パージ口

プロセス窓パージ口
チェックガス入口

パージ入口

検出器
アナログ I/O
イーサネット
デジタル I/O
24 V DC（電源）

アース端子

プロセス窓パージ口

プロセス窓パージ口

404

31
3

180 100 180

18
0

注）
1） 電気配線口は全て3/4 NPT(F)です。
2)  パージガス接続口は全て1/4インチパイプ用継手です。
3） 設置時、指示のスペースを確保してください。

51

50 76 76 76 76 (50)

発光部 受光部

発光部

受光部

図 2.5　分析計本体  TDLS200 外形図
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単位：mm

489

A

33
6

397 ～120 312

20
3

（＊）
102  以上

201

（＊）
152  以上

（＊）
102  以上

（＊）
508  以上

A

（＊）
305  以上

アース端子
パージガス
配管コネクタ

表示用LEDマウント

( Ø
 6
0.
5)

（銘版厚分含む）（キーボードタッチキー
  高さ分含む）

（＊）
127  以上

（＊）
127  以上

（＊）
102  以上

発光部へ

（＊）
102  以上

（＊）
152  以上

アライメントフランジ：K9745CA

～120

受光部との接続
アナログ I/O
イーサネット
デジタル I/O
24 V DC 電源

表示器 キーボード

排気

アース端子

<ケーブル配線(推奨例)> パージ出口
発光部へ

ANSI Class 150-2B-RF フランジ 

パージ出口

チェックガス出口

プロセス窓パージ口

プロセス窓パージ口

チェックガス出口
パージ出口

パージ入口
発光部から

プロセス窓パージ口

プロセス窓パージ口
封止プラグ

（可変）（可変）

404

31
3

180
100 180

18
0

注）
1） 電気配線口は全て3/4 NPT(F)です。
2)  パージガス接続口は全て1/4インチパイプ用継手です。
3） 設置時、指示のスペースを確保してください。

51

50 76 76 76 76 (50)

発光部

受光部

図 2.6　分析計本体  TDLS200 防爆形外形図
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ユーティリティパネル
・1CH用：K9745EA

単位：mm

85
9

質量： 30.2 kg

＊1226以上

A

84.2

排気口

3/4 NPTF

主電源スイッチ 20A

窓

掛け金  SUS316L 4個

エンブレム

624.1 
455.7 

227.8

68
7.
6 

65
5.
8 

249 A

＊
82
7以
上

＊：設置時、必ずスペースを確保してください。

759

*2
00
以
上

*200以上 *200以上

*2
00
以
上

6-Ø11.1

STOP

START

STOP

START

図 2.7　ユーティリティパネル : K9745EA
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ユーティリティパネル
・2CH用：K9745EB

単位：mm

主電源スイッチ 20A

3/4 NPTF

エンブレム 

掛け金 SUS316L 7個

排気口

窓

95
5

87.5

937.9

762.4
381.4 352

11
65

98
6.
8 

質量 : 45.3 kg

*200以上
*2
00
以
上

*2
00
以
上

*200以上

1073

＊1838以上

A

＊
12
47
以
上

＊：設置時、必ずスペースを確保してください。

6-Ø11.1

図 2.8　ユーティリティパネル : K9745EB
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リモートインタフェースユニット（RIU）：K9745FA
単位：mm

カラーLCD

パージガス出口

パージガス入口

キーボード

24 VDC 電源

分析計との接続

  

180

31
3

404

アース端子

・1/4 インチコネクター（ナット、フロントフェルール、
   バックフェルール：各2個
・取付金具 : 4個
・ワッシャ: 4枚
・スプリングワッシャ：4枚

付属部品（RIU取付部品として下記部品が同封）

6

51

16

取付金具

453
469

26
3

51

50 76 76 76 76 (50)

M6 ∅6.5 小判穴

382.5

33
2

質量 :  11.8 kg

＊
15
2以
上

＊
20
0以
上

＊127以上 ＊127以上

＊
50
8以
上

＊：設置時に必ずスペースを確保してください。

注）
1） 電気配線口は全て3/4 NPT(F)です。
2)  パージガス接続口は全て1/4インチパイプ用継手です。

図 2.9　リモートインタフェースユニット (RIU) : K9745FA
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表示器付ユニバーサルリモート電源 　TDLS200/URD：K9745BB

単位：mm

23
2

60

250
202

48

267

127 60
187

91

18
0

23
2

85
61

100～240 V AC電源
（お客様用意）

（注1）

 小型表示器

パージガス出口

32

25
5

178

* 
30
5以
上

M
Y
E
R

S H

U
B

3/4"

M
Y
E
R

S H

U
B

3/4"

M
Y
E
R

S H

U
B

3/4"

パージガス入口

（注1）
ボディ取付金具は点線のように90度回転させて取り付けが可能です。

M
Y
E
R
S H

U
B

3/4"

4- ∅ 6.5

6

51

16

取付金具

M6 ∅6.5 小判穴

6

質量：約 7 kg

＊：設置時に必ずスペースを確保してください。

*200 以上 *200 以上

*2
00
以
上

*2
00
以
上

アース端子

発光部へ

4-3/4 NPT(F)

3/4 NPT(F)

お客様取合い

(注2）
1） 電気配線口は全て3/4 NPT(F)です。
2)  パージガス接続口は全て1/4インチパイプ用継手です。

図 2.10　表示器付ユニバーサルリモート電源 : K9745BB

ユニバーサルパワーサプライ　TDLS200/PS：K9745BA
単位：mm

25
7

58
63 76 63125

18
0

23
2

26

202
250
266

 24 V DC パワー
分析計へ  100～240 V AC(お客様用意）

メインパワー入口

32

11
180

26
6

17

A

A

B

M
Y
E
R

S H

U
B

3/4"

M
Y
E
R

S H

U
B

3/4"

B
C

D

D E

E

C

∅ 6.5185

パージガス
出口　

パージ
ガス入口　

（注1）

（注1）
ボディ取付金具は点線のように90度回転
させて取り付けが可能です。

6

51

16

取付金具

M6 ∅6.5 小判穴

6

質量：約 7 kg

＊：設置時に必ずスペースを確保してください。

*200 以上*200 以上

*2
00
以
上

*2
00
以
上

* 
30
5
以
上

アース端子

(注2）
1） 電気配線口は全て3/4 NPT(F)です。
2)  パージガス接続口は全て1/4インチ
     パイプ用継手です。

図 2.11　ユニバーサルパワーサプライ  TDLS200/PS : K9745BA
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アライメントフランジ：K9745CA, K9745CB
単位：mm

No10-32 UNF

ANSI CLASS 150-2B-RF

キャップスクリュー   × 4

（K9745GA)
O-リング   × 2

Ø
15
2.
4

(～120 (可変））

ø152
ø12
1

フランジ刻印

18.3

K9745CA

図 2.12 　アライメントフランジ : K9745CA

(K9745GA)

キャップスクリュー  ×4

ANSI CLASS 150-3B-RF 

No10-32 UNF
(131(可変))

∅
19
0.
5

∅
152

∅15
2

フランジ刻印 22.4

K9745CB
O-リング   × 2

　　　 　　
部品番号 質　量 材　質 備　考
K9745CA 約 4.2 kg 316SS

（SUS316相当 ) ２個で 1セット
K9745CB 約 6.7 kg

図 2.13　アライメントフランジ : K9745CB
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プロセス絶縁フランジ：K9745CN, K9745CQ
・窓パージ機能付

単位：mm

A

A

∅121

∅
15
2

36

124.5

4-5/8- 11UNC 

2-1/4 NPT(F) ＊1

＊1：コネクタおよび配管用チューブはお客様ご用意

注：推奨適用パイプ；外径 1/4 インチパイプ

O-RING
（カルレッツ）

プロセス窓
（サファイア）

部品番号 フランジ材質 質　量 備　考
K9745CN 　316SS（SUS316相当） 約5 kg 2個で１セット

（ナット、ガスケット付）K9745CQ 　Monel  A400 約 5.3 kg

図 2.14　プロセス絶縁フランジ : K9745CN、K9745CQ

フローセル：K9745DC、K9745DD
単位：mm

5/16-24 UNF
キャップスクリュー  ×8

O-リング ×2

2- 1/4 NPTF 
(サファイア）
プロセス窓  ×2(K9745GA)

O-リング ×4

No10-32 UNF
キャップスクリュー  ×8

(カルレッツ)
O-リング  ×2

3- ø1/4 パイプ接続

材質：316SS

専用アライメントフランジ

36

1016 (40 インチ OPL)

980.536

12.7

∅
15
2.
4

(バイトン）

部品番号 パイプ材質 パイプサイズ 質　量
K9745DC 316SS（SUS316相当）

1-1/2B　スケジュール40
20.4 kg

K9745DD Monel A400 24.0 kg

図 2.15　フローセル : K9745DC,K9745DD
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校正セル（オフライン）
・K9745DN

単位：mm

O-リング   ×4
(K9745GA)

キャップスクリュー  ×8
No10-32 UNF

Ø
10
1.
6

673

711

ø63

F01.ai

図 2.16　校正セル（オフライン） : K9745DN

・K9745DP（校正セル設置台付）

<支柱取付金具>

128.3

89

40.6∅71

39.6

40
.6

49
8

305

O-リング   ×4
(K9745GA)

キャップスクリュー   ×8
No10-32 UNF

∅
10
2

673

711

∅63

∅
92

F02.ai

部品番号 質　量 材　質
K9745DN 約 7 kg 

316SS (SUS316相当 )
K9745DP 約 11.5 kg *

   ＊： 設置台を含む
 注）： セル取り付け高さは、調整が可能です。

図 2.17　校正セル : K9745DP（校正セル設置台付）
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微量水分計システム外形図例（屋外用）

単位：mm

Z-Z 

Y矢視図

0

配線接続口

信号-4 予備-1 信号-5 予備-2

電源
信号-1 信号-2 信号-3

電源
信号-1
信号-2
信号-3
信号-4
予備-1

信号-5
予備-2

ケーブル

∅9～∅11

∅7～∅9

975

アンカーボルト位置

1290

1000

4-∅15

67
5

62
5

X矢視図

E C

F DBA A：サンプル入口
B：パージ出口
C：スパンガス
D：計装空気
E：N2入口
F：サンプル出口

685

0

630

1710

1860
Z

2100

N2ガスボンベ

X

1300

Z
1860

1007

正面扉

発光部メンテ扉 受光部メンテ扉

Y

800

41
0

34
0

680

+

Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

65
0

図 2.18　微量水分計例
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2.7 機器構成

020301J.ai

発光部：
•　発光部ユニット
•　ユーザインタフェース
　（オプション）
•　レーザアセンブリ
•　チェックガスフローセル 
　（オンラインバリデーション用）

　　　受光部：
　　　•　受光部ユニット

　　プロセスインタフェース：
　　•　着脱式，オフライン校正・点検用 

発光部と受光部を接続ケーブルにて接続

　　•　ライメントフランジア 
　　•　フローセル
　　•　プロセス絶縁フランジ 
　　•　バイパス配管 
　　•　特殊アプリケーション用特別仕様 

　　　•　受光部アセンブリ
　

図 2.19 機器構成（概略図） 

発光部 受光部

発光部
ユニット

レーザアセンブリ

チェックガス
フローセル

プロセスインターフェース 受光部
アセンブリ

受光部
ユニット

発光部/受光部接続ケーブル

図 2.20 機器構成

• 発光部－受光部間は、4ペアシールド付ツイストペアケーブルで接続してください。

• 発光部は単一 24 V DC 電源が必要です（お客様手配または電源ユニット（オプション））。

• 外気酸素の侵入を防ぐために、酸素測定の場合にはN2 パージが必要です。

　測定対象ガスが酸素以外の場合、計装空気によるパージが可能です。

• プロセスインタフェースには、測定・設置条件に合わせて、さまざまな形式・寸法・材質があ

ります。

• リモートインタフェースユニット（RIU）は、通常、発光部から最長 50 m まで離して設置す

ることができます。RIU には 24 V DC 電源が必要です。RIU －発光部間は、シールド付ツイス

トペアケーブルでイーサネット接続（IEEE 802.3 10/100 Mbps）してください。

• ユニバーサルリモート電源（URD）は、通常、発光部から最長 50 m まで離して設置すること

ができます。URD－発光部間は、当社専用ケーブルで接続してください。
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2.7.1 発光部

020303J.ai

発光部ユニット
•　バックプレーン
•　シングルボードコンピュータ （SBCボード）
•　FPGA 信号処理ボード
•　アナログ I/O ボード 

•　小型表示器（20字×4行，VFD，オプション）

チェックガスフローセル 
オンラインバリデーション時，測定経路にゼロガス
やスパンガスを流すための短いセル（気密室）。

レーザケースとレーザモジュール 
•　レーザダイオードとコリメータレンズの
　 アセンブリ（非露出電気機器）
•　レーザモジュールは現場交換可，外気空気の
      侵入を防止するためのパージ可。  

•　ステンレス製筐体に収納。
　 Oリングシールで発光部ユニットに装着。 
   　

•　フィールド接続用端子（バックプレーン上)

図 2.21 発光部

020304J.ai 020305J.ai

発光部
ユニット

レーザアセンブリ
チェックガス
フローセル

プロセス
インタフェース

図 2.22-1　発光部：表示器・キーパッド（オプション）  図 2.22-2　発光部
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2.7.2 発光部ユニット

■ ケース
アルミニウムダイカスト（銅非含有、A1-Si 12、ASTM A413.0 規格）製で、粉体塗装されています。
銅非含有のアルミニウム合金は、特に塩類、硫黄ガス、電解腐食に耐性があります。ヒンジ式左
開きドアには、耐候性ガスケットシール（1個）とねじ（4個、ステンレス製）が付いています。
外形寸法は、約 400（W）× 300（H）× 180（D）mmです。
保護等級は IP65 です。
ケーブル引込口はケースの底面にあり、標準仕様は 3/4 NPT めねじです。各引込口には接地端子
が付いており、ケーブルシールドを簡単に分析計ケースに接地することができます。
発光部ユニットに小型表示器（20字× 4行 VFD、オプション）が装備されている場合、ドア中
心部の内側にラミネート加工安全ガラス窓（約 75（W）×25（H）mm）が、ステンレスファスナー
とガスケットと一緒に取り付けられています。このガラス窓からドアを開けることなく、小型表
示器を見ることができます。
発光部ユニットに 6.5 インチ表示器とキーパッド（オプション）が装備されている場合、ドアの
左部分に表示器用窓、右部分にキーパッドが取り付けられています。窓（約 130（W）×100（H）
mm）は、ラミネート加工安全ガラスで、ドアの内側にステンレスファスナーとガスケットで取
り付けられています。この窓からドアを開けることなく、表示器を見ることができます。キーパッ
ド（30キー、ステンレス製）もドアを開けることなく、外側から操作することができます。

■ バックプレーン
各種のプラグインボードに対応する集積回路と、コネクタを備えた大きなプリント基板（約 250

（H）× 380（W）mm）で、発光部ユニットのケース内に組み込まれています。基板の下部の着

脱式端子台にフィールド端子があり、ケーブルインタフェース（お客様手配またはオプション）

を接続して使用します。

基板上のすべての部品およびデバイスは、幅広い温度範囲において低ドリフトを実現しています。

● バックプレーンの構成
(1) DC 電源入力

(2) ウォッチドッグ回路

(3) 表示器バックライト電源遮断回路

(4) 警報リレー

(5) リモート校正開始リレー

(6) 校正用バルブ駆動リレー

(7) レーザ温度・電流制御回路

(8) 基板温度測定回路

(9) バックプレーンの電源・信号配線

(1) DC 電源入力
図に示すように端子台（TB1）は、バックプレーンの右下に配置されています。その上部に、小

型のシーソースイッチとリセット可能な温度ヒューズがあります。単一 24 V DC 電源が各種の出

力チャネルへ配電されます。各出力チャネルには、適切なDC-DC 変換器、調節器、フィルタコン

デンサ、状態表示 LEDなどが付いています。

(2) ウォッチドッグ回路
マイクロプロセッサ用出力チャネルには、制御ロジックライン（TTL 出力）が付いており、ウォッ

チドッグ遮断／リセット機能を実行します。

(3) 表示器バックライト電源遮断回路
一定時間（約 30分）キー操作をしないと、表示器バックライトの電源が遮断され、画面が消えます。

FPGA ボード バックプレーンボード
SBC ボード

アナログ I/O
ボード シーソースイッチ

温度ヒューズ

TB1TB7
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(4) 警報リレー
基板上には警報リレーが3点あり、出力形式はc接点です。各リレーの端子3点（COM、NO、NC）は、

基板を経由して端子へ接続されます。接点定格は最大24 V DC, 1 A（または125 V AC、0.5 A）です。

基板の下部、DC電源入力端子の左側に端子が実装されています。分析計が警告、故障、または

レベル警報の状態になったとき、該当するリレーが作動します。

(5) リモート校正開始リレー
閉接点を利用して遠隔地（最大距離 300 m）から、校正動作を開始させることができます。

バックプレーン上の回路で、お客様の DCS（または他の制御システム）のリモート無電圧接点

（VFC）からの復帰電圧をモニタリングします。DCS などから、24 V DC が供給されるとリレーが

Open → Close となり、校正が始まります。バックプレーンにはリモート接点モニタリング回路

が 3セット装備されています。

(6) 校正用バルブリレー
基板上には校正用バルブリレー回路が 3点あり、出力形式は c 接点 SPDT です。COM端子は   

24 V DC 電源に接続され、NO端子は端子台に接続されています。デジタル接地も TB3 端子台に

接続されています（図 2.23 参照）。どのバルブが何の流路に使用されるかは、お客様の選択で決

まります。
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FPGA
TTL 出力

リレーコイル
駆動回路

リレーコイル

リレー接点

TB3

24V DC

DGND

リレー励磁時，外部電磁弁へ
24VDCが供給される

＜発光部内部＞

図 2.23　校正用バルブリレー図

各リレーの端子（COM、NO）は、基板を経由して端子へ接続されています。接点定格は、最大

24 V DC, 1 A（または 125 V AC、0.5 A）です。基板の下部、DC電源入力端子の左側に端子が実

装されています。校正用のガスチェックバルブが開始されるときに、該当するリレーが作動しま

す。

(7) レーザ温度・電流制御回路
基板上に、温度制御とレーザ電流制御用に、2個のメインレーザ制御機能回路があります。

(8) 基板温度測定回路
基板上に、発光部ユニット内の基板温度をモニタリングする温度センサチップ・回路があります。

センサはバックプレーンの上部にあります。

(9) バックプレーンの電源・信号配線
バックプレーンは、電源および信号の両方に対する複数のルーティング機能を実行します。

受光部の I/O 接続は、バックプレーン左下の端子台を使用して行います。

以下の接続用端子があります。

・ アナログ DC電源（3個）

・ 受光部生信号（差動電圧、2個）

・ 受光部温度（差動電圧、2個）
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■ アナログ I/O ボード
アナログ I/O ボードにより、測定結果の出力、測定ガス補償値（圧力と温度）入力の読込みが実

行されます。ボードには、電源状態表示 LEDと入力・出力チャネル用の電圧テストポイントがあ

ります。

・ 出力チャネル（3CH）：4～ 20 mA。ガス濃度測定値、透過率測定値、温度 ･圧力補償信号の

機能を設定可能。

・ 入力チャネル（2CH）：測定ガス温度や圧力を補償するための実測値の読込み。アプリケーショ

ンにより、入力チャネルが不要な場合もあります。チャネルは 2CHあり、1CHは温度用、も

う 1CHは圧力用です。それぞれ絶縁された 4～ 20 mA 信号の読込み、または電源信号（内蔵

24 V DC 付）の読込み・ループに使用可能。

■ 表示器（オプション）
小型表示器（オプション）は、発光部ユニットケースのドアに取り付けられています。表示器は

20字× 4行蛍光表示管（VFD）で、自己照明のためバックライトが不要です。

6.5 インチ表示器（オプション）は、6.5 インチ VGAカラー TFT LCD モジュールで、 CCFL バッ

クライトが内蔵されています。表示器およびインタフェースボードは、ケースドア内側のカバー

板に取り付けられています。

■ キーパッド（オプション）
キーパッドは工業用の 30キーを装備し、SBC 直接接続用の PS/2（6-pos miniDIN）インタフェー

スが付いています。

■ 端子台
・ TB1： 24 V DC 電源入力、パージキット（ATEX 防爆）用の電源

・ TB2： リモート校正・バリデーション開始

・ TB3： 外部校正用電磁弁駆動

・ TB4： 警報接点（警告・故障）

・ TB5： 警報接点（レベル・ATEX 防爆のパージ）

・ TB6： イーサネット 10/100

・ TB7： 発光部－受光部間接続

・ TB14： リモート小型表示器

■ アナログ I/O ボード

  　　・ TB8： アナログ出力、3点、4～ 20 mA、絶縁出力

・ TB9： アナログ入力、2点、4～ 20 mA、電源またはループ電源供給

■ フィードスルーボード（オプション、RIU または URD）
・ TB10： リモート分析計へのイーサネット、接続ケーブル経由

・ TB11： リモート分析計への接続、接続ケーブル経由

・ TB12： RIU または URD＋フィールド I/O 用ローカル接続
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2.7.3 レーザアセンブリ
レーザアセンブリは、レーザダイオード、コリメータレンズ、モジュール、筐体、窓で構成され

ています。

■ 筐体
レーザアセンブリの筐体は、モジュールを保護するためのステンレス製の円筒管です。筐体には

Swagelok タイプの配管継手が 4個溶接されています。そのうち 2個が、それぞれN2 パージガス

の入口と出口になります。筐体の一端は、Oリングシールとステンレスねじで発光部ユニットに

取り付けられ、他端には標準アダプタが溶接されています。このアダプタには、さまざまなプロ

セスインタフェースシステムやオフライン校正用セルを、取り付けることができます。

020307J.ai

レーザ
モジュール

ボディ
窓

図 2.24　レーザアセンブリ

■ レーザモジュール
レーザモジュールは、レーザダイオードとレンズホルダで構成されています。モジュールは出荷

前に工場で組立、設定が行われますが、必要な場合には現場での交換が可能です（当社サービス

が対応します）。

レーザダイオードは、面発光型半導体レーザ（Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL）ま

たは分布帰還型（Distributed Feedback, DFB）のいずれかで、波長 750 ～ 2400 nm（不可視）

範囲で測定対象ガスに応じたレーザ光を出力します。レーザの一次出力波長は、電子冷却モジュー

ル（ペルチエ素子）で制御されます。レーザダイオードは、モジュールに装着されています。コ

リメータレンズは、発散する光源を平行にする光学部品です。

020308J.ai

図 2.25　レーザモジュール
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2.7.4 チェックガスフローセル（オンラインバリデーション用）
チェックガスフローセルは、コリメータレンズと標準プロセス絶縁窓との間にあり、ダブルOリ

ングで密閉され、測定光路に直列に配置されています。セルには、レーザアセンブリに溶接され

た Swagelok タイプの配管継手が 2個溶接されており、それぞれN2 パージガスやバリデーション

用チェックガス（使用時）の入口と出口になります。

チェックガスフローセルは、分析計をプロセスに取り付けたままで行うオンラインバリデーショ

ンで使用します。この方法により、分析計をプロセスから外さないでバリデーションを行うこと

ができます。所定の温度および圧力で既知濃度の測定対象標準ガスを流して、バリデーションの

合否判定が行われます。バリデーションを有効にする各種パラメータは、すべてソフトウェア上

で設定可能です。詳細は、「5.3 バリデーション・校正」の項を参照してください。
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図 2.26　チェックガスフローセル

2.7.5 受光部
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受光部ユニット 
•　受光部回路基板 

受光部ケースと受光部モジュール
•　受光部と集光レンズのアセンブリ
•　受光部モジュールは現場交換可，外気空気の侵入を 
      防ぐためのパージ可
•　ステンレス製筐体に収納。Oリングシールで受光部
      ユニット装着

受光部

プロセス
インタフェース

受光部
アセンブリ

受光部ユニット

図 2.27　受光部  図 2.28　受光部
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2.7.6 受光部ユニット
受光部ユニットのケースは、アルミニウムダイカスト（銅非含有、A1-Si 12、ASTM A413.0 規格）

製で粉体塗装したものです。銅非含有のアルミニウム合金は特に塩類、硫黄ガス、電解腐食に耐

性があります。取り外し可能なカバー（蓋）には、耐候性ガスケットシール（1個）とねじ（4個、

ステンレス製）が付いています。外形寸法は、約 180（W）×180（H）×100（D）mmです。

保護等級は IP65 です。

ケーブル引込口はケースの底面にあり、標準仕様は 3/4 NPT めねじです。引込口には接地端子が

ついており、ケーブルシールドを簡単に分析計ケースに接地することができます。

■ 受光部回路基板
受光部回路基板の主な機能は、受光部の光電流を電圧に変換して送ることです。

基板には、受光部ユニットケース内の使用時に温度をモニタリングする、温度センサチップ・回

路があります。センサは、受光部基板の上部にあり、最大温度指示値をチェックしています。

基板（約 100（H）× 150（W）mm）は、ケース内部に組み込まれ、基板の下部に端子台があり、

端子が配列されています。基板上のすべての部品およびデバイスは、幅広い温度範囲において低

ドリフトを実現しています。

2.7.7 プロセスインタフェース
プロセスや煙道への設置に適したプロセスインタフェースを選択してください。分析計は、プロ

セスインタフェースから取り外しが可能で、オフライン校正や点検を簡単に行うことができます。

■ プロセスインタフェース（オプション）
各種のプロセスインタフェースシステムがあり、特殊なアプリケーション用の特別仕様も可能です。

・ アライメントフランジ

 ANSI Class 150-2B または ANSI Class 150-3B のプロセスフランジに、金属ベローズシールと

外部メカニカルアライメントシステムが付いています。（図 2.29 参照）通常、煙道取り付け直

接測定方式（図 2.30 参照）や、プロセスガスの封じ込めが必要となるアプリケーションで使

用します。

・ フローセル

 測定ガスをサンプリングして測定する場合、またはバイパス式フローループで測定する場合に

使用します（図 2.31 参照）。フローセルは、ヒートトレース（必要時）が可能で、ゼロ・スパ

ンガスの導入が簡単です。

・ プロセス絶縁フランジ

 フランジ自体にプロセス用窓が付属しています。通常、腐食性ガス雰囲気や高圧力のアプリケー

ションで使用します。（6.3.2 項の図 6.5、図 6.6、図 6.7 参照）

・ バイパス配管

 測定ガスラインの直径が小さい（通常 250 mm未満）場合や、分析計を煙道に直接取り付ける

ことができない場合に使用します。バイパス配管システム、およびヒートトレースシステムの

設置は現場で行います。

・ オフライン校正用セル

 システムのオフラインバリデーションで使用します。分析計がプロセスに接続されていない状

態で、ゼロ・スパンガスを流すときに使用します。（詳細は 5.3.4 オフラインチェックとオフラ

イン校正を参照ください。）
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アライメントフランジ

図 2.29　プロセスインタフェースフランジ
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図 2.30　プロセスインタフェース例 1：　煙道取付直接測定方式
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図 2.31　プロセスインタフェース例 2：　フローセル／バイパス方式
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2.7.8 機器間の接続

■ 発光部－受光部間接続
発光部と受光部の間は、屋外敷設用のツイストペアケーブルで接続します。両機器には、ケーブ

ルのフィールド接続用に着脱式端子台が付いています。ケーブルペアは、外被シールドと同様に

それぞれシールドされています。表 2.1 に発光部―受光部間接続ケーブルの仕様を示します。

表 2.1 発光部－受光部接続ケーブルの仕様
項目 仕様

ペア数 4本、個別シールド
芯線総数 9本（通信用1本含む）
AWG 18 （0.75 mm2）
芯線 7× 26、より線、裸銅線

内部シールド アルミ箔ポリエステルテープ、100% 被覆、
AWG 20錫メッキ銅ドレイン線付

絶縁体 難燃性PVC

外被シールド アルミ箔ポリエステルテープ、100% 被覆、
AWG 18錫メッキ銅ドレイン線付

外被シース
難燃性PVC
肉厚：　1.35 mm
外径：　通常12 mm

使用温度 －30～＋ 105℃
最小曲げ半径 127mm
適用規格 NEC/（UL）、PLTC、ITC、CMG
燃焼試験 UL1581, FT4, IEEE 1202 & ICEA T-29-520

適合性 屋内外、埋設可能、直射日光耐性
トレイケーブル

公称芯線DC抵抗（20℃） 5.86Ω /305 m
公称アウターシールドDC抵抗（20℃） 4.75Ω /305 m
最大使用圧力（UL） 300V RMS
芯線識別 番号付きペア、白黒芯線
代表的な製造者・部品番号 Belden Type 1475A
最大ケーブル長は 50 mを超えないこと。

発光部－受光部間のケーブルが適切に端末処理がされていること、また、接地およびシールドが

すべて正しく行われていることを確認してください。（3.10  配線を参照ください。）
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2.7.9 通信

 分析計は、外部コンピュータやインタフェースなしで

　  完全独立運転が可能です。分析計には測定、診断、ス

ペクトルのデータが連続保存され、データはUSB メモ

リで転送することができます。

■ ユーザインタフェース

 ユーザインタフェースには以下の種類があり、発光

部に内蔵されます。

・ 表示器・キーパッドなし

 分析計へのアクセスは、イーサネット接続（ロー

カルまたはリモートコンピュータ）、リモートイ

ンタフェースユニット（RIU）、表示器付きユニ

バーサルリモート電源（表示器のみ、キーパッ

ドなし）を使用し、メニューアクセスは外部コ

ンピュータ経由で行います。

・小型表示器付き

 20字×4行、スマートVFD（情報の循環表示）。

キーパッドなし、メニューアクセスはローカ

ルまたはリモート外部コンピュータ（イーサ

ネット接続）経由で行います。

・ 6.5 インチ表示器＋キーパッド

■ リモートインタフェース（オプション）
分析計へのリモートアクセス用のオプション。

リモートインタフェースユニット（RIU、次ペー

ジ参照）では、分析計の遠隔操作や分析計から

RIU へのデータ転送が可能になります（RIU か

らのデータの取得はUSB メモリで可能です）。

・ 最大 3台のフィールド通信が可能

・ 個々の分析計の操作は不要、インタフェース、

データ転送のみ

・ イーサネットスイッチで 1～ 3台の分析計と

接続可

・ キーパッドおよび 6.5 インチ表示器付き

■ 外部コンピュータとのイーサネット接続
分析計に、別のコンピュータをローカルまたは

イーサネットネットワーク接続して、分析計制

御やデータ転送が可能です。

020313J.ai

リモートインタフェース

ユニット (RIU)：K9745FA

図 2.32       ネットワーク接続された分析計
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■ リモートインタフェースユニット（RIU）（オプション）

リモートインタフェースユニット（RIU）は、以下の部品で構成されます。

・ バックプレーン

・ SBC (Single Board Computer)

・ 表示器およびキーパッド

・ フィードスルー基板・イーサネットスイッチ

・ フィールド端子（バックプレーン上）

RIU1 台につき、最大 3台（標準、それ以上は別途ご相談）の分析計をイーサネット接続するこ

とが可能です。RIU は、分析計のリモートインタフェースの働きをするもので、分析計の設置場

所に物理的アクセスが不便である場合に RIU を使用します。RIU は、標準 10-BaseT ツイストペ

ア配線方法を使って、分析計から最大 50 m まで離して設置することができます。分析計との通

信は、仮想ネットワーク接続（VNC）を介して行います。RIU に複数台の分析計を接続する場合は、

工業イーサネットスイッチで接続します。RIU イサーネットスイッチ 1個に対し、最大 3台まで

の分析計が接続可能です。

RIU ケースは、銅非含有のアルミニウム合金ダイカスト（Al-Si 12、ASTM A413.0 規格）に粉体

塗装したものです。銅非含有のアルミニウム合金は、特に塩類、硫黄ガス、電解腐食に耐性があ

ります。ヒンジ式左開きドアには、耐候性ガスケットシール（1個）とねじ（4個、ステンレス製）

が付いています。外形寸法は、約 460（W）× 330（H）×180（D）mmです。壁取付用金具が

付属しています。

保護等級は IP65 です。

ケーブル引込口はケースの底面にあり、標準仕様は 3/4 NPT めねじです。各引込口には接地端子

が付いており、ケーブルシールドを簡単に分析計ケースに接地することができます。RIU には表

示器とキーパッドが装備されています。

● RIU －発光部間接続
RIU に分析計 1台を接続するときは、ツイストペア線 2本を使用します。電線 4本のみを端末処

理して 10/100 イーサネット接続を行います。

020314J.ai

SBC

Tx Tx Rc Rc

RIU
SBC

RIU

Tx Tx Rc Rc

分析計

TB6機 器

1    2　3　 4 1   2　 3　 6

TBRJ45

図 2.33　RIU と分析計の接続
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● RIU イーサネットスイッチ
RIU に複数台の分析計を接続するときは、イーサネットスイッチを使用します。1個の RIU スイッ

チに対し、最大 3台の分析計を接続することができます。スイッチは、バックプレーンからの

24 V DC 電源で作動し、数個の状態表示 LEDを装備しています。

020315J.ai

1
SBC

Tx Tx Rc Rc Tx Tx Rc

SBC

Tx Tx Rc Rc

RIU
SBC

分析計　 2分析計

TB6 TB6機 器 機 器

イーサネット
スイッチ

フィードスルー
基板

フィードスルー
基板

RcTx Tx Rc Rc
1   ２  ３    4 1   ２  ３     6

TBRJ45-1 TBRJ45-2

1   ２  ３    4 1   ２  ３     6

例：分析計 2台の場合

図 2.34　RIU イーサネットスイッチ
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2.7.10 パージシステム
レーザガス分析計では、酸素濃度測定、水分測定の場合、測定光路への外気酸素、もしくは水分

の侵入を防ぐために、N2 ガスの連続パージが必要です。パージガスは、酸素侵入を回避できる最

小限の流量で流します。一酸化炭素、アンモニア測定の場合は、N2 ガスまたは計装空気の連続パー

ジが必要です。危険場所で使用する場合、同じパージガスを使用して分析計全体（回路部など非

光学部分を含む）をパージします。プロセスインタフェースも窓を清浄に維持するために、パー

ジする必要があります。詳細は 3.13 パージ配管を参照してください。

■ 一般形用パージ
下図に、N2 または計装空気パージが必要な箇所を示します。パージは通常、下図に示す順で行い

ます。

020316J.ai

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

プロセス
インタ
フェース 受光部

モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

排気

排気
N2または計装空気
パージガス

図 2.35　一般形用パージ

■ 防爆形用パージ
・ ATEX 防爆

下図に、N2 または計装空気パージが必要な箇所を示します。発光部ユニットには、ローカルイン

ジケータと、圧力切換警報接点が付いているZパージ制御システムが取り付けられています。パー

ジは通常、下図に示す順で行います。

020317J.ai

N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

N2または計装空気
パージガス

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

排気

図 2.36　防爆形用パージ
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2.7.11 バリデーション（校正チェック）
発光部には校正チェックガスを導入する、チェックガスフローセル（約 10 cm 長）があります。

フローセルは、測定光路に直列に取り付けられており、酸素濃度測定、水分測定の場合はN2 ガ

スがパージされ、外気酸素の侵入を防いでいます。

020318J.ai

発光部
ユニット レーザ

モジュール
チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

図 2.37　オンラインバリデーション（測定中パージ）

オンライン校正チェックは、フローセルに既知濃度の校正ガスを導入して行います。オンライン

校正チェックに関連する測定パラメータは 4つあります。

・ 校正ガス濃度（％）

・ 光路長（既知： 約 10 cm）

・ セル圧（既知： 大気圧、半密閉）

・ 温度（公称値または現場周囲温度を使用）

上記 4つのパラメータは、校正チェックガスが導入されているときの分析計の応答性の測定に使

用され、パラメータ値および校正ガス導入前後のプロセス値から、校正チェックが行われます（応

答性が予想される範囲内にあるかどうかチェックされます）。

適切なバルブを使用して、下図のように校正チェックガスを導入します。

020319J.ai

発光部
ユニット レーザ

モジュール
チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

校正チェックガス N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

図 2.38　オンラインバリデーション（バリデーションガス導入パージ）

オンライン校正ガスチェック動作は、さまざまな方法で開始させることができます。

・ 手動：手動によるバルブ操作およびデータ入力

・ 自動（ローカル）：ローカルキーパッド・ディスプレイによる開始

・ 自動（ローカル RIU）：リモートインタフェースユニットによる開始

・ 自動（リモート）：接点閉で開始（例：DCS 経由）

・ 自動（定期）：あらかじめ設定した時間表に従って開始

自動開始の場合、適切なバルブが取り付けられていることが必要です。一般的には、三方電磁弁

やパイロット電磁弁経由空気圧制御ボール弁を使用します。
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2.7.12 校正
ゼロ・スパン校正は、分析計をプロセスラインから外して行います。

● 方法：
・ 校正セル方式

 分析計をプロセスライン（パイプ、煙道）から取り外し、オフライン校正セル（オプション）

に取り付けて校正を行います。

・ フローセル・バイパス方式

 閉止弁で分析計をプロセスラインから分離して校正を行います（フローセルやバイパス取り付け）。

　Advanced User の権限を持つ有資格者（＜はじめに＞■有資格技術者による保守を参照）がス

パン校正を行うことができます。全校正イベントは、分析計調整の情報と共にデータファイル

に保存され、履歴追跡や検索が可能です。

校正ガス
入口

プロセス

020323J.ai

図 2.39　校正例 1：　フローセル／バイパス方式

020320J.ai

ゼロガス スパンガス

プローセル出口測定ガス
入口

図 2.40　校正例 2：　校正セルへの取付け
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2.7.13 ソフトウェア
TDLS200 レーザガス分析計のソフトウェアの特長は以下の 3点です。

・ 豊富な機能

・ 対話式メニュー構造とコマンド

・ 簡単操作

ソフトウェアは分析計の電源が入ると、自動的にロードされます。表示器 +操作部付きのユーザ

インターフェースを選択された場合、もしくは付属の VNC ソフトウェアを用いてコンピュータ

を接続すると、最初の画面Main Menu を表示します。Main Menu には、主要パラメータ、ユー

ザレベル（Basic、Advanced）、Active Alarm が表示されます。( 詳細は 4.3 Basic Menu ソフトウェ

アマップ、4.4 Trend Screen ソフトウェアマップ、4.5 Advanced Menu ソフトウェアマップを参

照ください。)

020321J.ai

Basic Menu

Typical TrendScreen

101.3 kPa

101.3

図 2.41　ソフトウェア概要
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2.7.14 データの記録・保存・検索
TDLS200 レーザガス分析計には、豊富なデータ保存機能が備わっています。全データはテキス

トファイルで分析計に保存されており、取り出して解析用に活用できます。

● 保存されるデータ：
・ 結果：各測定のガス濃度、透過率、診断データの保存

・ スペクトル：設定周期ごとの記録、警告時や故障時（濃度値を含む）の記録、ユーザインタフェー

スでの手動による記録

・ 校正履歴：各校正・バリデーション時に保存

・ 警報故障履歴

・ イベント履歴：システム設定変更など

全データは、分析計のUSB メモリ（分析計側）、RIU、イーサネット接続で検索可能です。

ファイル形式やデータ収集の設定、データのダウンロードについては「7.2 データのダウンロード」

を参照ください。
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3. 設置
注　意

製品設置時に製品の落下、あるいは表示部の破損などがないように、十分に注意して作業を行っ

てください。

設置作業を行う前に、下記に示す部品の確認および器材の準備を行ってください。

3.1 部品の確認
下記のユニット、部品があることを確認します。

1) レーザガス分析計　発光部：1台

2) レーザガス分析計　受光部：1台

3) フェルール（フロント、バック）、ナット：14セット

4) ケーブルグランド：2個＊
＊発光部 - 受光部間の専用ケーブルに装着されて納入される場合があります。

3.2 必要な器材
下記に示す流量計（2種類）を、お客様にてご用意ください。

配管につきましては、2.3 項システム構成例を参照ください。

1) 発光部、受光部内パージ用（2個）：ニードルバルブ付きで、流量 2～ 10 L/min（アプリケーショ

ンにより異なる）に調整できる流量計を用意してください。

2) プロセス窓パージ用（2個）：ニードルバルブ付きで、流量 5～ 200 L/min（アプリケーショ

ンにより異なる）に調整できる流量計をご用意ください。

3.3 設置手順
下記の手順を参考にして、機器の設置を行ってください。

1) 機器の設置場所が、「3.4 測定点の選定」の条件を満たしていることを確認します。

2) 発光部、受光部、およびアライメントフランジを取り付けるプロセスフランジは、「3.5 発光部

および受光部のプロセスフランジの位置」、および「3.6 プロセスフランジに対するアライメン

ト角度許容範囲」の条件を満足していることを確認します。また、プロセスフランジおよびイ

ンサーションチューブ（使用時）は、「3.7 プロセスフランジの開口部」の条件を満足している

ことを確認します。

3) 発光部、受光部、およびアライメントフランジのプロセスフランジへの取り付けを、「3.8 発光

部、受光部およびアライメントフランジのプロセスフランジへの取り付け」に従って行います。

4)「3.10 配線」に従って、発光部～受光部、発光部～内圧監視ユニット間のケーブル配線を行な

います。

5)「3.13 パージ配管」に従って、パージ配管、パージガス供給を行います。

6)「3.11 光軸調整」に従って、発光部・受光部間の光軸調整を行います。
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3.4 測定点の選定
測定点を選定するとき、プロセス条件に関して以下の点を考慮してください。

・プロセスガス流の状態－測定点は、層流で均一な濃度分布であること。
　円形のダクト・煙道の場合、一般的にプロセス曲がり部の前後から直径（D）の 3倍以上距離

　があり、測定障害のない箇所が該当します。断面積が長方形のダクト・煙道の場合、等価的な

　直径（D）は以下の式で求められます。

　　直径（D）＝ 4×ダクト断面積／ダクト周長

　上記のような場所がない場合、またはそのような場所に設置不可能な場合は、ダクトの入口側

　から 2/3、出口側から 1/3 の位置が測定障害のない部分とします。

　測定点が決まりましたら、適切な設置場所であることを確認してください。

・プロセスガス温度－温度変動ができるだけ少ない場所に、設置してください。分析計を設置し
た場所のガス温度変動が、± 10℃を超える場合、補償の設定で Active 入力信号 (4.5 Advanced 

Menu ソフトウェアマップの■ソフトウェアガイド ●Main Menu および● Advanced Menu 

4-1-3「 Process Temperature」を参照ください。なお、Advanced Menu に入るには、パスワー

ドが必要です ) を使用してください。

分析計が、最大プロセスガス温度に合うように、選択・設定されていることを確認してください。

 一般に、ガス温度が低いほど、より良好な測定が行われます。

・プロセスガス圧力－圧力変動が、できるだけ少ない場所に設置してください。分析計を設置し
た場所におけるガスの圧力変動が ± 5 kPa を超える場合、補償の設定で Active 入力信号を使

用してください。 (4.5 Advanced Menu ソフトウェアマップの■ソフトウェアガイド ●Main 

Menu および● Advanced Menu 4-1-2「 Process Pressure」を参照ください。）

 分析計が、最大プロセスガス圧力に合うように、選択・設定されていることを確認してください。

プロセス絶縁窓が、最大設計ガス圧力に合うように、選択・設定されていることを確認してくだ

さい。

 一般に、ガス圧力が低いほど、より良好な測定が行われます。

・ プロセスダスト・粒子濃度－ダスト濃度ができるだけ少ない場所に設置してください。ダスト
や粒状物質により、測定レーザ光線の透過が減少されます。制限値内であれば、透過率の損失

は測定に影響しませんが、透過率が許容限界を下回ると、警告警報が発生します。ダスト負荷

量もまた、光路長に左右されます。詳細については、当社までお問い合わせください。

 一般にダスト負荷量が低いほど、より良好な測定が行われます。
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3.5 発光部および受光部のプロセスフランジの位置
発光部と受光部が、安全かつ簡単に設置、操作、取り外しができるように、プロセスフランジを

取り付けてください。

注　意

メンテナンス時にプロセスガスの危険防止のため、プロセス絶縁バルブの取り付けをお勧めいたし

ます。

最小限の基準・チェック項目を以下に示します。

・ 分析計設置に関する地域規制

・ 該当する危険場所に関する注意（防爆形の場合）

・ 発光部・受光部へのアクセスが可能

・ 発光部・受光部の設置・取外し用スペースの確保（次ページ図 3.3 参照）

・ インサーションチューブ（使用時）の設置・取外し用スペースの確保

・ プロセス絶縁バルブへのアクセスが可能

・ 発光部－受光部間接続ケーブルの安全な敷設

・ 分析計の使用環境条件に合う周囲状態

・ 使用するユーティリティへのアクセスが可能

・ オフラインで校正セルを使用する場合の周辺スペースの確保

030201J.ai

発光部 受光部
プロセスガス

プロセス絶縁バルブ

図 3.1　発光部－受光部：直接取付け

030202J.ai

発光部 受光部プロセスガス

インサーションチューブ

図 3.2　発光部－受光部：インサーションチューブ付直接取付け
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単位：mm

453±10

127397±10 127 312±10

20
3±
10

201±10

アース端子

パージガス入口
配管コネクタ

 (Ø
 6
0.
5) （銘版シール

  厚分含む）

（キーボードタッチキー
  高さ分含む）

（＊）： 設置時、指示のスペースを確保してください。

33
6±
10

排気

パージ出口
発光部へ

アース端子

発光部 受光部

1100以上（＊） 800以上（＊） 800以上（＊）800以上（＊）

800以上（＊）

80
0以
上（
＊
）

（可変）

50
0以
上（
＊
）

（可変）

50
0以
上（
＊
）

80
0以
上（
＊
）

1000以上（＊）

図 3.3　設置スペース図：　発光部／受光部

標準フランジは、ANSI Class 150-2B-RF または ANSI Class 150-3B-RF です。他のフランジサイ

ズや（プロセスに適した）各種材質もあります。設置場所の仕様に合った、正しいフランジサイ

ズであることを確認してください。

重　要

設置後に、レーザ光線の位置合わせが十分に行えるように余裕を持たせるため、プロセス絶縁バ

ルブは、その開口径が直径 38 mm以上のものを使用してください。

フランジのアライメント調整と、取り付けは重要です。正しくフランジを設置することで、レー

ザ光線のアライメント調整を確実に行うことができます。
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プロセスフランジを薄くたわみやすいダクト・煙道壁に取り付ける場合、取り付け部分を強化す

るため、取り付けフランジ部分の周りに大きな補強板を溶接してください。下図に補強板取り付

けの例を示します。分析計の設置に必要な強度の確保は、お客様の責任で行って下さい。

030204J.ai

側面図 溶接

溶接　

ダクト・煙道壁

約10mm厚鋼板，溶接

発光部
補強板（溶接）
約10mm厚鋼板

図 3.4　発光部／受光部フランジ用補強板

重　要

薄くたわみやすい壁のダクトや煙道は、常時レーザ光線アライメントを維持できるように、補強

が必要です。アライメントを維持するために、プロセスフランジを補強してください。
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3.6 プロセスフランジに対するアライメント角度許容範囲
発光部および受光部には、レーザ光線の方向を手動で垂直・水平平面内で調節することができるよ

うに、アライメント機構が付いていますが、取り付け用フランジは、できるだけ下図に示す角度許

容範囲内になるようにしてください。

030301J.ai

90º ±2º 90º ±2º

45º

±2º

取付角度許容値

プロセスフランジ取付ボルト穴位置

分析計の発光部、受光部が適切な向き
に取り付けられるように、上図に示す
フランジ取付ボルト穴位置になるよう
取り付けてください。

フランジノズル

発光部、受光部両側のフランジノズルの
総合角度ずれは、いずれの方向において
も±2°以内になるよう取り付けてくださ
い。

プロセスフランジ
取付角度許容値

図 3.5　発光部／受光部フランジに対するアライメント角度許容範囲
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3.7 プロセスフランジの開口部
発光部および受光部のフランジおよびインサーションチューブ（使用時）は、ANSI Class 150-2B

フランジ面間の距離が 2 m以下の場合、開口部の直径が最小でも 38 mmとなるように、取り付

けてください。

重　要

距離が長い場合、より大きい開口部が必要となる場合があります。詳細は、当社営業までお問い

合わせください。

030401J.ai

プロセスフランジ
開口部許容値

許容最小開口径を確保するため、
フランジノズルの横方向の軸ずれ
は、最小にしてください。

45mm
許容最小開口部

45mm
許容最小開口部

図 3.6　発光部／受光部フランジに対する開口部
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3.8 発光部、受光部およびアライメントフランジのプロ
セスフランジへの取付け

030602J.ai

クイックコネクト

ベローズシール

ナット（4個）

機器取付フランジ

プロセスフランジ

窓パージ入口（2個）

発光部または受光部 アライメントフランジ プロセスフランジ

アライメント調整ナット（8個）

図 3.7　ANSI CLASS 150-3B インチ溶接金属ベローズ付フランジ、クイックコネクト付

アライメントフランジを購入した場合、上図に示す標準ボルト穴 (4 箇所）を通して、プロセス

フランジにしっかりとボルト締めしてください。アライメントフランジ取り付け後、以下の手順

でアライメントフランジに、発光部および受光部をそれぞれ取り付けます。このとき、各取り付

け部品を確実に取り付けてください。

1. アライメントフランジの発光部および受光部接続面に、六角穴付きねじ（No.10-32 インチ）　

　が 3個（左上、右上、左下）あることを確認してください。まず、受光部をアライメントフ    

　ランジの片側に取り付けます。組み立て中に、Oリングが損傷したり、切断したりしないよう

　に注意しながら、受光部をOリングの上に、慎重に取り付けてください。

2. 分析計を回して垂直位にし、3個のねじを締めてください。このとき、完全には締めず、仮締

　め状態 にします。

3. 右下位置に、六角穴付きねじを差込み締めます。このとき、他のねじもすべて締めます。

4. 同じように、発光部を取り付けてください。取り扱いには、十分に注意してください。
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3.9 配線口・配管口
■ 基本システム（一般形、ATEX 防爆形）の配線口、配管口

ポート⑩

ポート⑩

ポート⑤ポート⑤

ポート④

ポート①

受光部との接続
アナログ I/O
イーサネット
デジタル I/O
24 V DC 電源

表示器 キーボード

パージガス入口(∅1/4インチ）
 (受光部(ポート⑨)と接続)

排気

パージインジケータ*

パージ入口(∅1/4インチ）パージ出口(∅1/4インチ）（受光部(ポート⑦)に接続）
　またはパージ口（ポート③）に接続

オンラインチェックガス入口(∅1/4インチ）
　またはパージ口（ポート②から接続）オンラインチェックガス出口(∅1/4インチ）

　またはパージ出口（受光部(ポート⑦)へ接続）

プロセス窓パージ口(∅1/4インチ）プロセス窓パージ口
(∅1/4インチ）

ポート②
ポート③

<ケーブル配線(推奨例)>

プロセス窓パージ口
(∅1/4インチ)

ポート⑧

ポート⑦

ポート⑥ ポート⑥

ポート⑨

パージ出口
または封止(プラグ)

パージ入口(∅1/4インチ)
発光部側から

発光部へ
(ケーブル配線）
(3/4 NPT-F )

パージ出口 (∅1/4インチ)
発光部(ポート⑩）へ

プロセス窓パージ口
(∅1/4インチ)

030901J.ai

(3/4 NPT-F)

接地端子

＊ 一般形の場合にはパージインジゲータは搭載されません。

パージガス入口(∅1/4インチ）
 (受光部(ポート⑨)と接続)

図 3.8　基本システム（一般形、ATEX 防爆形）の配線口、配管口

■ 基本システム（微量水分測定用）の配線口、配管口

ポート(B-3)

ポート(A-3)

ポート(A-6)

受光部との接続
アナログ I/O
イーサネット
デジタル I/O
24 V DC 電源

表示器 キーボード

パージガス入口
 (受光部ポート(B-2)から)

排気

N2パージ出口N2パージ入口（受光部ポート(A-2)）
　またはパージ口（ポート(A-4)）から接続

オンラインチェックガス出口
　またはパージ口（ポート(A-5)に接続）

オンラインチェックガス入口
　またはN2パージ入口（受光部ポート（A-2)から）

ポート(A-5)
ポート(A-4)

<ケーブル配線(推奨例)>

ポート(A-1)

封止（プラグ）

ポート(A-2)

発光部へ
(3/4 NPT-F )

030901J-1.ai

計装エアパージ入口
(∅1/4インチ)

計装エアパージ出口
(∅1/4インチ)
発光部へ接続

接地端子

N2パージ入口
(∅1/4インチ)

N2パージ出口 (∅1/4インチ)
発光部に接続

封止（プラグ）

接地端子

封止（プラグ）

封止（プラグ）

ポート(B-2)

図 3.9　基本システム（微量水分測定用）の配線口、配管口
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■ ユニバーサルパワーサプライ (PS)、表示器付ユニバーサルリモート電源 (URD) の配線口、配管口

小型表示器

ユーザ用
（3/4 NPT-F)

ユーザ用
（3/4 NPT-F)

パージ入口
（∅1/4インチ）

AC 入口
（3/4 NPT-F)

パージ出口
(∅1/4インチ）

発光部へ
(3/4 NPT-F)

接地端子

パージ入口
（∅1/4インチ）

接地端子

AC 入口
（3/4 NPT-F)

24 V DC  出口
(3/4 NPT-F)

パージ出口
(∅1/4インチ）

　　図 3.10　ユニバーサルパワーサプライ、表示器付ユニバーサルリモート電源の配線口、配管口　　
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3.10 配線
■　ユーティリティ

(1) TDLS200 本体

・電源：24 ± 0.5 V　5 A

・空気（またはN2 ガス）：発光部および受光部

   流量：2～ 10 L/min（アプリケーションにより異なる）

   　プロセス窓パージ 

   流量：5～ 200 L/min（アプリケーションにより異なる）

(2) ユニバーサルパワーサプライ（オプション）

・供給電源：100 ～ 240 V AC　50/60 Hz

・空気（またはN2 ガス） 流量：2 L/min

(3) 表示器付ユニバーサルリモート電源（オプション )

・供給電源：100 ～ 240 V AC　50/60 Hz

・空気（またはN2 ガス） 流量：2 L/min

■　線  種
・線種については、使用条件に合ったものをご用意ください。（表 3.1 参照）

表 3.1　線種

配線先 引込口
引込口

適用ケーブル径
配線種類 線径・条件 シールド

  発光部－受光部   1 箇所  ∅10～∅16 mm   当社専用ケーブル
  （TDLS200/W) － 要

  発光部   4 箇所  ∅10～∅16 mm   電源ライン   0.75 ～ 1.5 mm2 不要
  信号ライン   0.5 ～ 1.5 mm2 要

  TDLS 本体
  アース端子 － －   保護接地ライン   2.0 mm2 以上 1芯 不要
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■ TDLS200　発光部および受光部の配線図

専
用
ケ
ー
ブ
ル

TB

12345678

TB8
1
2
3
4
5
6

TB6
1
2
3
4

TB1
1
2
3
4

TB7
1
2
3
4
5
6
7
8

TB4
1
2
3
4
5
6

TB5
1
2
3
4
5

TB3
1
2
3
4
5
6

TB14
1
2
3
4

TB2
1
2
3
4
5
6

TB9
1
2
3
4
5
6

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

図 3.11　発光部および受光部の配線図
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注）
　１. 発光部と受光部間の接続ケーブルは、当社指定の専用ケーブル  (TDLS200 ／W□□□ ) を使用し、下記の事項

を注意して配線してください
 1 黒、1白等はケーブルの番号と色を示しています。
 3 番ペアの白色導線は、接続されません。この導線は必ず絶縁し、接地しないでください。
 発光部において、専用ケーブルの外被シールドは、個々のペアシールドと一緒に巻きつけ、TB7 の 8番端子に

　接続してください。
 受光部において、専用ケーブルの外被シールドは、TB13 の 8番端子に接続します。個々のペアシールドは、ど

　こにも接続しないでください。
　２. プロセス補償用の伝送器（温度または圧力）から、アナログ信号 (4-20 mA) は TB9 に入力します。
　  4線式伝送器の場合には、電流出力の＋端子をTB9-1（またはTB9-4）、－端子をTB9-2（またはTB9-5）に接続します。
 4 線式伝送器の電源につきましては、お客様でご用意ください。
 2 線式伝送器の場合には、＋端子を TB9-3（または TB9-6）、－端子を TB9-1（または TB9-4）に、接続してください。
　３. 分析計から +24 V 電圧出力されますので、無電圧接点（またはスイッチ）に接続してください。接地や外部電圧  
         の印加を行わないでください。
　４. 警報リレー接点：c接点　最大定格  24 V DC、１A、または 125 V AC  0.5 A
　５. ATEX 防爆品については、Zone2 用パージキットが設置されています。TB1 端子の 3, 4 と、パージキットの電源

線が接続されています。パージキットの状態が、TB5端子の4, 5でモニターできます（警報発生〔内圧低下〕で開放）。

      端子には、該当する箇所に対応する番号が、配線図に記載されています。

■ ユニバーサルパワーサプライの配線図

+24 V 電源

L E N

L NGN
D

100～240 V AC
50/60 Hz

＋ ＋ － －

発光部のTB1へ接続

+2
4 
V

0V
(G
N
D
)

図 3.12　ユニバーサルパワーサプライ配線図
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■ 表示器付ユニバーサルリモート電源の配線図

TX+

発光部 のTB6 へ接続

イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

GND

TB10
1
2
3
4

TB
12

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

TX-
RX+

+24 V

GND
TX
RX

発光部のTB1へ接続

発光部のTB14へ接続

TB11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
12

ユーザ用

L E N

L NG
N
D

100～240 V AC
50/60 Hz

RJ-45 ソケット

注1）
ユーザ用

注1）

注1)：発光部からの信号（AO）または発光部への信号（AI）はこの端子を中継端子として
　　  使用することができます。

+12 V

RX-

図 3.13　表示器付ユニバーサルリモート電源配線図

■ 配  線
(1) 発光部、受光部間の配線

　発光部、受光部間の配線は、当社製の専用ケーブル (TDLS200 ／W□□□ ) を用いて行います。

　発光部－受光部間は、最大距離 50 mです。

　発光部－受光部間の配線は、表 3.2 に従って実施します。

表 3.2　発光部－受光部間の配線

ペア番号 線色
発光部側
端子番号

発光部側
端子番号

内　容

1 黒 TB13‒1 TB7‒1 レーザ検出信号 ( ＋ )
1 白 TB13‒2 TB7‒2 レーザ検出信号 (－ )
2 黒 TB13‒3 TB7‒3 ＋ 12 V
2 白 TB13‒4 TB7‒4 COM
3 黒 TB13‒5 TB7‒5 － 12 V
3 白 切断 切断 －
4 黒 TB13‒6 TB7‒6 温度信号 (＋ )
4 白 TB13‒7 TB7‒7 温度信号 (－ )

シールド線 － TB13‒8 TB7‒8 シールド
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(2) 電線

　電源ケーブルの配線は、発光部左下部にある引込口から挿入し、TB1-1 に＋ 24 V を、TB1-2　

　に０ Vを接続します。電源用のケーブルは、公称断面積0.75 mm2以上のものをご使用ください。

表 3.3　電線配線
発光部　端子番号 内　容

TB1‒1 ＋ 24 V
TB1‒2 ０ V

(3) アナログ出力

　濃度、透過率などのアナログ出力（出力設定は、ソフトウェアガイドの SystemI/O －

AnalogOutput の項を参照してください）は、３出力あり、おのおの 4-20 mA で出力されます。（下

表参照）

　ケーブルはシールド線付を推奨します。シールド線は接地してください。

　また、各出力とも負荷抵抗は、900Ω以下にしてください。

表 3.4　アナログ出力配線
発光部　端子番号 内　容

TB8‒1 　アナログ出力1　4‒20 mA（＋）
TB8‒2 　アナログ出力1　4‒20 mA（－）
TB8‒3 　アナログ出力2　4‒20 mA（＋）
TB8‒4 　アナログ出力2　4‒20 mA（－）
TB8‒5 　アナログ出力3　4‒20 mA（＋）
TB8‒6 　アナログ出力3　4‒20 mA（－）

(4) アナログ入力

　プロセス補償用伝送器（温度または圧力）からのアナログ信号（4-20 mA）は、TB9 に入力　

　します。

　４線式伝送器の場合は、電流出力の＋端子を TB9-1（または TB9-4）、－端子を TB9-2（ま　

　たは TB9-5）に接続します。４線式伝送器の電源については、お客様で準備してください。

　２線式伝送器の場合は、＋端子を TB9-3（または TB9-6）、－端子を TB9-1（または TB9-4）　

　に接続してください。ケーブルはシールド線付を推奨します。シールド線は接地してください。

表 3.5　4線式電送器アナログ入力配線
発光部　端子番号 内　容

TB9‒1 　アナログ入力1　4‒20 mA（＋）
TB9‒2 　アナログ入力1　4‒20 mA（－）
TB9‒3 　2線式用電源1　（＋24 V）
TB9‒4 　アナログ入力2　4‒20 mA（＋）
TB9‒5 　アナログ入力2　4‒20 mA（－）
TB9‒6 　2線式用電源2　（＋ 24 V）
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(5) デジタル出力

　アラームとしてWarning（警告）、Fault（故障）、User Alarm（ユーザ設定）の 3種類あり、

　下記に示すように、TB4（1～ 6）および TB5（1～３）からリレー接点（c接点）で出力され

　ますので、アラームと接点の状態を考慮して配線してください。

　TB5-4、TB5-5 は、パージインジケータ（オプション）が設置されているときに使用します。

表 3.6　デジタル出力配線
発光部　端子番号 内　容

TB4‒1 　Warning(nc)
TB4‒2 　Warning(com)
TB4‒3 　Warning(no)
TB4‒4 　Fault(nc)
TB4‒5 　Fault(com)
TB4‒6 　Fault(no)
TB5‒1 　User Alarm (nc)
TB5‒2 　User Alarm (com)
TB5‒3 　User Alarm (no)
TB5‒4 　パージ圧力スイッチ（オプション）
TB5  ‒5 　パージ圧力スイッチ（オプション）

アラーム（Warning、Fault、Level）接点の状態は下記のとおりです。

表 3.7　Warning：警告
状　態 TB4‒1 － TB4‒2 (Common) TB4‒3 － TB4‒2 (Common)
電源断 Close（閉） Open（開）

アラームあり Close（閉） Open（開）
アラームなし Open（開） Close（閉）

表 3.8　Fault：故障
状　態 TB4‒4 － TB4‒5 (Common) TB4‒6 － TB4‒5 (Common)
電源断 Close（閉） Open（開）

アラームあり Close（閉） Open（開）
アラームなし Open（開） Close（閉）

表 3.9　User Alarm：濃度または透過率のレベル（上限値または下限値）異常
状　態 TB5‒1 － TB5‒2 (Common) TB5‒3 － TB5‒2 (Common)
電源断 Close（閉） Open（開）

アラームあり Close（閉） Open（開）
アラームなし Open（開） Close（閉）

(6) Remote Initiate Validate（接点入力）

　オンラインバリデーション動作をさせるときに配線します。

　（TB2-1, TB2-2：Auto Check、TB2-3, TB2-4：Zero Check、TB2-5, TB2-6：Span Check）

　接点が Close( 閉 ) になると、バリデーション動作が開始します。

表 3.10　Remote Initiate Validate の配線
発光部　端子番号 内　容

TB2‒1 　＋ 24 V　出力 1
TB2‒2 　COM 1 (0 V)
TB2‒3 　＋ 24 V　出力 2
TB2‒4 　COM 2 (0 V)
TB2‒5 　＋ 24 V　出力 3
TB2‒6 　COM 3 (0 V)
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(7) 校正用バルブ駆動

　校正時にバルブを駆動するために、TB3 から +24 V（電流 0.5 A max）が供給されます。
　出力は３チャンネルあります。

表 3.11　校正用バルブ駆動配線
発光部　端子番号 内　容

TB3‒1 　校正用バルブ駆動1（＋ 24 V）
TB3‒2 　校正用バルブ駆動1（COM）
TB3‒3 　校正用バルブ駆動2（＋ 24 V）
TB3‒4 　校正用バルブ駆動2（COM）
TB3‒5 　校正用バルブ駆動3（＋ 24 V）
TB3‒6 　校正用バルブ駆動3（COM）

(8) イーサネット

　外部コンピュータでデータ表示する場合に配線します。表示付ユニバーサルリモート電源　　
　（オプション）により、RJ-45 コネクタで接続することができます。イーサネットの規格は　　
　10/100BASE です。

表 3.12　イーサネット配線
発光部　端子番号 内　容

TB6‒1 　ETHERNET　TX＋
TB6‒2 　ETHERNET　TX－
TB6‒3 　ETHERNET　RX＋
TB6‒4 　ETHERNET　RX－

(9) ミニディスプレイ

　ミニディスプレイが搭載されている、表示付ユニバーサルリモート電源（オプション）を使用

　するときに配線します。

表 3.13　ミニディスプレイ配線
発光部　端子番号 内　容

TB14‒1 　＋ 24 V（ミニディスプレイ用）
TB14‒2 　０ V（ミニディスプレイ用）
TB14‒3 　TX（ミニディスプレイ用）
TB14‒4 　RX（ミニディスプレイ用）

■ 圧着端子
・TDLS200 に配線するケーブルの圧着端子は、表 3.14 に示すものを推奨します。

表 3.14　ケーブル用圧着端子
公称断面積 外径 (mm) 圧着端子型番 メーカ

  0.5mm2 ∅2.6 未満   AI 0.5 ～ 6WH
フェニックス・コンタクト社
圧着端子：AI シリーズ

  0.75mm2 ∅2.8 未満   AI 0.75 ～ 6GY
  1mm2 ∅3.0 未満   AI1 ～ 6RD
  1.5mm2 ∅3.4 未満   AI1.5 ～ 6BK

　　上記圧着端子を使用する場合のケーブル端末処理は下図のとおりです。

7 mm

被  覆 導  線

図 3.14　端末処理

■ 接地
・D種単独接地を行ってください。（接地抵抗：100 Ω以下）
・筐体のアース端子を接地してください。
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3.11　光軸調整
発光部に電源（＋ 24 V ）を供給し、発光部内部右下のスイッチをONにします。

発光部にある LCDに、透過率が表示されます。この透過率が最大になるように、アライメントフ

ランジの角度微調整用ナット（図 3.15 参照）で調整します。

030602J.ai

クイックコネクト

ベローズシール

ナット（4個）

機器取付フランジ

プロセスフランジ

窓パージ入口（2個）

発光部または受光部 アライメントフランジ プロセスフランジ

アライメントフランジ
角度調整用ナット（8個）

図 3.15 アライメントフランジ（クイックコネクト付）

■アライメント調整方法
　上図に示したアライメントフランジのアライメント調整ナットを調整し、アライメントを調整

します。

　（更新時間を、一時的に約1/2に短縮することができるFast Update 機能を適用することにより、

アライメント調整作業を軽減することができます。詳細は、P4-74 ＜ Fast Update 機能＞を参

照ください。）

　アライメントの調整は、1個のナットを 1/4 回転させるごとに、透過率値が 2回以上更新され

るのを待ち、値を確認しながら少しずつ行ってください。

　(1) 最初に、透過率（Transmission(%)）の値を見ながら発光部を上下に動かし、発光部の垂直

　  方向のアライメント調整を行います。透過率の値が最大となる位置に調整してください。

　(2) 次に、透過率の値を見ながら発光部を左右に動かし、発光部の水平方向のアライメント調

　  整を行います。透過率の値が最大となる位置に調整してください。

　(3) 次に、(1) と同じ方法で受光部の垂直方向のアライメント調整を行います。透過率の値が、

　 最大となる位置に調整してください。

　(4) 次に、(2) と同じ方法で受光部の水平方向のアライメント調整を行います。透過率の値が ,

         最大となる位置に調整してください。

　(5) 再度 (1) ～ (2) の手順を繰り返して、透過率の値が最大となるように調整します。 

　　　（（透過率の目安は、70％以上です。）（ただし、アプリケーションによる））
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3.12 大口径アパーチャ光学系
直接測定方式のアプリケーション（大規模燃焼システム等）では、一般的に光路長が非常に長い

です（大規模燃焼・エチレン炉では 7～ 30 m）。大規模燃焼システムの機械的安定性という面か

ら、標準形 TDLS200 の光学系・レーザビームの構成は、長い光路長に適していません。当社は、

発散ビーム（レーザビームが距離とともに拡大する）と大口径アパーチャ光学系受光部構造（レー

ザ受光面積が大きくなる）を採用した分析計を設計・開発しました。

ANSI CLASS 150 4B フランジ
ANSI CLASS 150 4B フランジ

発光部

受光部

図 3.16　発散ビーム＋大口径アパーチャ光学系の概念図

標準タイプでは、発光部から出射されるレーザ光は平行光となり、反対側の受光部に到達します。

平行光時のビーム径は、通常約 2.5 cm です。この光学系構成は、レーザと受光部間の距離が約

6 mを超えるような、長い光路長をもつアプリケーションには適しません。また、初期設定時に、

距離が離れた受光部に合わせて、レーザ光をアライメント調整するのは難しくなります（発光部

角度の小さな変化は、距離が伸びるほど拡大します）。プロセスの始動・停止時（プロセスの機

械的構造に、極度の温度変化が起こります）に、よく見られる炉壁がたわむような状況では、ア

ライメントの維持が困難です。

上記の問題を解決するため、当社では発散ビームと大口径アパーチャ光学系を組合わせた構造を

開発しました。発光部側では出力されるレーザビームは小さな発散角を持っており、例えば、光

学距離約 18 mで、ビーム径は約 50 cmとなります。受光部の光学アパーチャ径は、標準の約 4.5 

cm より大きくなっています。これら二つの組み合せにより、幅広い運転条件の中で初期アライ

メントや透過率の維持が簡単に行えるようになりました。

注　意

分析計を標準の 72.6 cm 光路長のオフライン校正セルに取り付けた時は、光検出器上のレーザ光

量は大きいですが、長い光路長に設置すると広がり光のため、検出器上での光量は弱くなります。

このため、場合によっては、検出器のゲインを手動調整する必要があります（通常、ゲインを大

きくさせる方向です）。なお、ゲイン調整は当社サービス対応事項ですので、お客様による変更

はできません。
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■  設置および光学調整
大口径アパーチャ光学系（Large Aperture Optics、LAO）のアライメントは、標準タイプのアラ

イメント方法と同様です。アライメントには何らかの表示器が必要で、表示器＋操作部、また

は小型表示器付きの発光部、あるいはノート型コンピュータを使用します。メニューの “Laser 

Spectra & Control” で、“Trans. (%)” をチェックしてください。

初めに、発光部側と受光部側両方を光軸面に対して、可能な限り垂直になるように、光軸を設置

する必要があります。内部光学構造のため、酸素計の方がCO/CH4 計に比べ、光軸調整が容易です。

以下にアライメントの調整手順を示します。

なお、本作業は 2人で行ってください。1人は光軸調整作業、もう１人は透過光量を観測してく

ださい。

(1) 準備

①最初に、発光部側と受光部側両方を光軸面に対して、可能な限り垂直になるようにします。

これで、最初の信号が検出しやすくなります。

(2) 発光部のアライメント調整

①発光部のアライメント調整ナット（図 3.17 参照）を緩め、透過率がいくらか変化するまで、

発光部の向きを手で調節して下さい。

　受光部光学系への入射角によっては、透過率の変化が非常に小さいことがあります。

　この点に注意しないと、受光部のアライメントが正確に行われないことがあります。

②変化が検出されない場合、X軸および Y軸の両方でさらに細かく調整を行って下さい。

(3) 受光部のアライメント調整

　 透過率が検出されたら、透過率が最大となるように、受光部の調整を行います。

①図 3.13 に示すように、4個の止めねじをすべて緩めます。

　このアライメントは二人で行い、一人が受光部を調整しながら、もう一人が透過率をチェッ

クします。

②受光部のアライメントは、アライメント調整ボルトを一方向に緩めてから、反対方向に締め

付けながら、最大透過率が得られるまでゆっくりと調整して下さい。

③止めねじを締めて、アライメント位置を固定します。

(4) 発光部の微調整

①最大透過率が得られるまで、図3.17の上下のナットを使用して発光部の垂直調整を行います。

②垂直方向にて最大透過率を得たら、図 3.17 の左右のナットを使用して水平方向で調整して、

最大透過率を得ます。

③水平方向のアライメント後、垂直方向のアライメントを繰り返します。

④再度、最大透過率を得たら、さらに水平方向のアライメントを行って、最大透過率を確定さ        

せます。

(5) 発光部の最終調整

　　最大透過率が得られた状態で、レーザ光線が受光部の中心にくるように調整を行います。

①発光部を図 3.17 のナットで垂直方向に動かし、透過率がほぼ消失するように、つまり光線

がレンズからぎりぎりはずれるように調整します。（図 3.19 (a) 参照）

②次に、発光部を垂直方向と逆方向に図 3.17 のナットを使い動かし、反対側の透過率がほぼ 

消失する位置に調整します。（図 3.19(b) 参照）

　このとき、ナットを 1/4 回転ずつ回すようにし、その位置までナットが何回 1/4 回転したか

を記録します。

③再度、同様に発光部を垂直方向と逆方向に動かし、透過率がほぼ消失するように調整します。

　（図 3.19(a') 参照）

　このとき、同様にナットを 1/4 回転ずつ回すようにし、何回 1/4 回転させたかを記録します。
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④ナットの回転数がほぼ同じであることを確認し、回転数がその半分になる位置に垂直方向の 

位置を調整し、ナットをしっかりと締め固定します。（図 3.19(c) 参照）

⑤次に、同様に水平方向を調整します。まず、水平方向にナットで動かし、透過率がほぼ消失 

するように調整します。( 図 3.19(d) 参照）

⑥次に、ナットを 1/4 回転ずつ回し、反対側の透過率がほぼ消失する位置に調整します。

　このとき、ナットが何回転したかを記録します。

⑦再度、水平方向と逆方向に調整し、ナットが何回転 1/4 回転したかを記録します。

     （図 3.19(d') 参照）

⑧ナットの回転数がほぼ同じであることを確認し、回転数がその半分となる位置に水平方向を

調整し、ナットをしっかりと締め、固定します。（図 3.19(f) 参照）

⑨ここで、再度受光部のアライメントを調整します。

⑩最後にもう一度、バックナットと止めねじがしっかりと締められていることを、確認してく

ださい。

アライメント調整ナット（8個）

クイックコネクト

ベローズシール

スタッド（4個）
機器取付フランジ

プロセスフランジ

窓パージ入口（2個）

図 3.17　発光部の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 3.18　大口径アパチャ光学系

図 3.19　レーザ光線の調整
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3.13　パージ配管
レーザガス分析計は、酸素濃度、水分などの測定の場合、測定光路への外気酸素もしくは、水分

の侵入を防ぐために、N2 ガスの連続パージが必要です。また、プロセス窓を清浄に維持するため

（プロセスガスによる汚れの付着を防ぐため）に、パージする必要があります。基本的には、パー

ジガス（またはバリデーションガス）を導入する箇所は、下記の５箇所です。（図 3.20 参照）

1. 発光部、レーザモジュール

2. 受光部、受光部モジュール

3. チェックガスフローセル

4. プロセス窓（発光部側）

5. プロセス窓（受光部側）

発光部
受光部

受光部
モジュールプロセスへプロセスへ ●●

プロセス窓 プロセス窓

排気

排気

N2または計装空気
またはバリデーションガス

N2または
計装空気

排気

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

N2または
計装空気

N2または
計装空気N2または

計装空気

図 3.20　パージする箇所

パージガスは通常、N2 ガスを使用しますが、アプリケーションによっては、計装空気でも可能な

場合もあります。

N2 ガスまたは計装空気は清浄（粒子径 0.5 µm 未満）、乾燥（2.4  基本仕様のパージガスを参照

ください）、および油分を含まないものをご使用ください。パージ流量は発光部、受光部につい

ては、2～ 10 L/min（アプリケーションによる）、プロセス窓については 5～ 200 L/min（アプ

リケーションによる）の範囲で調節します。調節可能なニードル弁付の流量計を供給ラインと、

パージ入口の間に設置してください。排気については、プロセス窓のパージガスは、プロセスに

排気されます。

プロセス窓以外のパージは大気に排気しますので、雨水が入らないように排気口にパイプを接続

し、下に向けてください。

また、オプションとしてプロセス絶縁フランジ、フローセルがあります。

プロセス絶縁フランジは、レーザガス分析計をプロセスと絶縁するために使用します。

フローセルは、プロセスからガスをサンプリングして測定する場合に使用します。

具体的な配管方法を (1) ～（6）に示します。
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（１）直挿入でバリデーション無しの場合のパージ

レーザガス分析計の受光部側については、N2 ガス（計装空気）を受光部モジュールに供給し、受

光部から排気します。発光部側については、N2 ガス（計装空気）をレーザモジュールに供給し、

次にチェックガスフローセル、発光部内の順に流れるように配管します。

受光部および発光部のプロセス窓のパージについては、パージ口が２箇所ありますので、それぞ

れにN2 ガス（計装空気）を供給してください。このN2 ガス（計装空気）はプロセス側に排気さ

れます。

N2ガス

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

プロセスフランジ

図 3.21　直挿入でバリデーション無しの場合

（２）直挿入でバリデーション有りの場合のパージ
レーザガス分析計の発光部側については、レーザモジュールと発光部間を配管し、N2 ガス（計装

空気）をレーザモジュールに供給し、発光部から排気します。

チェックガスフローセルについては、三方弁によりN2 ガス（計装空気）またはバリデーション

ガスを供給できるように配管します。

受光部側およびプロセス窓のパージは、(1) 直挿入でバリデーション無しの場合のパージ方法と

同じです。

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

プロセスフランジ

▽▽▽N2ガス

N2ガス

バリデーションガス

三方弁

排気

図 3.22　直挿入でバリデーション有りの場合
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（３）プロセス絶縁フランジ付、バリデーション無しの場合
レーザガス分析計の受光部側および発光部側については、(1) 直挿入でバリデーション無しの場

合のパージで示したパージ方法と同じです。受光部および発光部のプロセス窓のパージについて

は、排気は大気となります。プロセス絶縁フランジについては、発光部、受光部側ともN2 ガス（計

装空気）を 2箇所のパージ口から入れ、プロセス側に排気します。

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

排気

N2ガス

排気

N2ガス

プロセスフランジ

プロセス絶縁フランジ

N2ガス

図 3.23　プロセス絶縁フランジ付バリデーション無しの場合

（４）プロセス絶縁フランジ付、バリデーション無しの場合
レーザガス分析計の受光部側および発光部側については、(2) 直挿入でバリデーション有りの場

合のパージ方法と同じです。受光部および発光部のプロセス窓のパージについては、排気は大気

となります。プロセス絶縁フランジについては、発光部、受光部側ともN2 ガス（計装空気）を

2箇所のパージ口から入れ、プロセスに排気します。

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

▽▽▽N2ガス

N2ガス

バリデーションガス

三方弁

排気
排気

N2ガス

排気

N2ガス

プロセスフランジ

プロセス絶縁フランジ

図 3.24　プロセス絶縁フランジ付、バリデーション有りの場合
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（５）フローセル付、バリデーション無しの場合

レーザガス分析計の受光部側および発光部側については、(1) 直挿入でバリデーション無しの場

合のパージで示したパージ方法と同じです。受光部および発光部のプロセス窓のパージについて

は、排気は大気となります。フローセルについては、発光部、受光部側ともN2 ガス（計装空気）

を 2箇所のパージ口から入れ、フローセルを介してプロセスに排気します。

N2ガス

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

N2ガス

排気

N2ガス

排気フローセル

図 3.25　フローセル付、バリデーション無しの場合

（６）フローセル付、バリデーション有りの場合
レーザガス分析計の受光部側および発光部側については、(2) 直挿入でバリデーション有りの場

合のパージ方法と同じです。受光部および発光部のプロセス窓のパージについては、排気は大気

となります。

フローセルについては、発光部、受光部側ともN2 ガス（計装空気）を 2箇所のパージ口から入れ、

フローセルを介してプロセスに排気します。

発光部

排気

N2ガス

排気

受光部

N2ガスN2ガス

N2ガス

排気

N2ガス

排気フローセル

▽▽▽N2ガス バリデーションガス

三方弁

N2ガス

排気

図 3.26　フローセル付、バリデーション有りの場合
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■ 防爆形システム
TDLS200 レーザガス分析計では、酸素濃度測定、水分測定の場合、測定光路への外気酸素の侵

入を防ぐために、N2 ガスの連続パージが必要です。パージガスは、酸素侵入を回避できる最小限

の流量で流します。一酸化炭素、アンモニア測定の場合は、N2 ガスまたは計装空気の連続パージ

が必要です。危険場所で使用する場合、同じパージガスを使用して分析計全体（回路部等非光学

部分を含む）をパージします。プロセスインタフェースも、窓を清浄に維持するためにパージす

る必要があります。詳細は 3.13 パージ配管を参照してください。

注　記

お客様ご用意のパージ供給システムについては、メーカーにご相談ください。

（１）防爆形のパージ（オンラインバリデーションありの場合）
・ATEX 防爆

下図に、N2 ガスまたは計装空気パージが必要な箇所を示します。発光部ユニットには、ローカル

インジケータ（緑色 LED）と圧力切換警報接点（パージ圧損失時に接点開）が付いている、Zパー

ジ制御システムが取り付けられています。パージは通常、下図に示す順で行います。パージガス

接続口はすべて外径 1/4 インチ管継手です。

030801J.ai

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

排気

N2または計装空気
パージガス

図 3.27　パージフロー図：オンラインバリデーションありの場合
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（２）防爆形のパージ（オンラインバリデーションなしの場合）

・ ATEX 防爆

下図に N2 パージ、または計装空気が必要な箇所を示します。発光部ユニットには、ローカルイ

ンジケータ（緑色 LED）と、圧力切換警報接点（パージ圧損失時に接点開）が付いている、Zパー

ジ制御システムが取り付けられています。パージは通常、下図に示す順で行います。パージガス

接続口は、すべて外径 1/4 インチ管継手です。

030802J.ai

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

図 3.28　パージフロー図：オンラインバリデーションなしの場合

（３）ユニバーサルパワーサプライ (PS) ／ユニバーサルリモート電源 (URD) 使用時の防爆形のパー  
 　ジ（オンラインバリデーションありの場合）
・ ATEX 防爆

下図に、ユニバーサルパワーサプライ (PS) やユニバーサルリモート電源（URD）を接続して使用

している場合のN2 パージ、または計装空気が必要な箇所を示します。発光部ユニットには、ロー

カルインジケータ（緑色LED）と、圧力切換警報接点（パージ圧損失時に接点開）が付いているZパー

ジ制御システムが取り付けられています。パージは通常、下図に示す順で行います。パージガス

接続口は、すべて外径 1/4 インチ管継手です。

030803J.ai

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

ユニバーサル
パワーサプライ
または
ユニバーサル
リモート電源

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

N2または計装空気
パージガス

排気

排気

図 3.29　パージフロー図：PS／ URD使用、オンラインバリデーションありの場合
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（４）ユニバーサルパワーサプライ (PS) ／ユニバーサルリモート電源 (URD) 使用時の防爆形のパー  
 　ジ（オンラインバリデーションなしの場合）
・ ATEX 防爆

下図に、N2 ガスまたは計装空気パージが必要な箇所を示します。発光部ユニットには、ローカル

インジケータ（緑色 LED）と、圧力切換警報接点（パージ圧損失時に接点開）が付いている Zパー

ジ制御システムが取り付けられています。パージは通常、下図に示す順で行います。パージガス

接続口は、すべて外径 1/4 インチ管継手です。

030804J.ai

発光部
ユニット

レーザ
モジュール

チェックガス
フローセル

受光部
モジュール

受光部
ユニット

N2または計装空気
パージガス

ユニバーサル
パワーサプライ
または
ユニバーサル
リモート電源

プロセス
インタ
フェース

プロセス
インタ
フェース

排気

図 3.30　パージフロー図：PS／ URD使用、オンラインバリデーションなしの場合



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-1

4. 操作

4.1 スタートアップ

4.1.1　 配線・配管の確認
「3.10 配線、3.13 パージ配管」を参照し、配線や配管に間違いがないことを確認します。

注　意

配線接続時は、図 4.1 右下のシーソースイッチがOFF（"0" 側）になっていることを確認してから、
作業を行ってください。

4.1.2　分析計への電源の確認
分析計本体に電源が正しく配線されていることを確認します。ユニバーサルパワーサプライ、ユ

ニバーサルリモートディスプレイ、ユーティリティパネルなどの DC電源を内蔵しているユニッ

トを使用する場合は、それぞれのユニットより 24 V DC を発光部に、これらのユニットを使用し

ない場合は、別途ご用意いただいた電源より発光部に 24 V DC を接続します。

確認が済みましたら、図 4.1 に示すように、発光部内部のシーソースイッチをONにします。

SBC ボード

FPGAボード
バックプレーンボード

アナログ I/O
ボード

TB7 TB1

シーソースイッチ

温度ヒューズ

図 4.1 発光部内の各ボード配置
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4.1.3　分析計の操作方法
発光部にユーザーインターフェース（表示器・操作部）が付いたタイプをご使用の場合、発光部

の表示器およびキーパッドを使用し、直接分析計を操作することが可能です。発光部に表示器・

操作部のないタイプをご使用の場合、お手持ちのコンピュータ、もしくはリモートインターフェー

ス（RIU オプション）を使用し、同様のリモート操作を行うことができます。本章では、起動す

るまでに必要な設定およびキーパッド（コンピュータの場合はキーボード）の操作方法を示しま

す。リモート操作の場合には、4.10 節をお読みいただいてから本章を参照ください。

4.1.3.1 　操作方法
以下の説明は、発光部の仕様が「表示器、操作部付き」の場合について行っていますが、コンピュー

タでの操作時も、同様のキー操作をすることが可能です。

1. 表示器
　「表示器、操作部付き」の発光部を図 4.2 に示します。コンピュータで操作する場合は、コ

ンピュータの画面上に表示器と同じ画面が表示されますので、コンピュータのキーボードを

使用して操作してください。

図 4.2　表示器と操作部

　　電源投入後に図 4.3 に示す LCD画面に、表示パラメータが表示されます。

　　

 
(2 )

図 4.3　LCD 画面
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・ ガス濃度 (1)：測定ガス濃度が表示されます。

・ 透過率またはガス濃度 (2)：透過率またはガス濃度 (2) が表示されます。

　 （アプリケーションにより異なります。）

・ 分析計の状態：分析計の状態が表示されます。Warning、 Fault などもこちらに

表示されます。

・ 温度、圧力：補正に使用する温度、および圧力の設定値が表示されます。設定

を変更すると、この部分の表示に反映されます。   

・ 各種メニュー：操作部の矢印を使用して、各種設定メニューを選択します。

    アラームの確認、シャットダウンもこちらから行います。

2. 操作部 
　図 4.4 に操作部のキーパッドを示します。また、それぞれのキーの名称と機能を表 4-1 に　

示します。
 

B ack S pace 

E nt

Back Space 

Enter

Esc

図 4.4　キーパッド

表 4.1 　キー名称とその機能
キー名 機　能
方向キー 1. 前後左右にカーソルを動かすことができます。

2. Basic Menu および Advanced Menu 選択時の AO出力モードを決定さ 
　 せます。

Enter キー  設定値、選択項目を決定させます。
Esc キー  設定入力値をキャンセルし、メニュー上で前の画面に戻る際に使用し　   

 ます。( →キーのみ適用）
Back Spease  入力した前の一文字を削除します。

テンキー
1. 設定数値の入力、設定選択の際に使用します。
2. ファイル名を入力する際に使用します。
3. シャットダウンの際には「9」を使用します。

Ｆ５キー スクリーンセーバー状態になります。
　　　　※その他のキーに関しては本分析計では使用しません。

起動後、「4.5 Advanced Menu ソフトウェアマップ」に記載されています■ ソフトウェアガイド

を参照し、光路長、ガス圧力、ガス温度などを設定してください。

また、日時設定を変更する必要がある場合は、「4.1.3.3 日時設定方法」を参照し、日付設定を行っ

てください。
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4.1.3.2　パラメータ設定
光路長、プロセス圧力、プロセス温度について設定を行います。これらの設定は、測定値に直接

影響しますので、正しく設定してください。

1. 光路長の設定
光路長は、レーザが測定ガスを通過する長さであり、下記に示しますように発光部と受光部が取

り付けているプロセスの長さを入力します。（フランジの長さは含みません。）

ただし、インサーションチューブ付きの場合は、インサーションチューブ間の長さになります。（下

図参照）

030100J.ai

また、フローセルに取り付けて使用する場合、パス長は 101.6 cm を入力してください。

光路長の設定方法は、「● Advanced Menu 4-1-1」の Process Path Length の項を参照してください。

2. プロセス圧力の設定
プロセス圧力の設定は、「● Advanced Menu 4-1-2」の Process Pressure の項を参照してください。

3. プロセス温度の設定
プロセス温度の設定は、「● Advanced Menu 4-1-3」の Process Temperature の項を参照してく

ださい。



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-5
4.1.3.3 　日時設定方法

日付の設定方法は、下記のとおり行います。

1. メニュー画面において、 [Advanced Menu] を選択し

　ます。

2. "Please input password here" と表示されますので、

　パスワードを入力して、[Enter キー ] を押してくだ

　さい。

3. [ →キー ] を押してください。

4. [Confi gure] を選択します。

 

 

＜「Block」選択時＞

＜「Block」選択時＞
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5. [System] を選択します。

6. [Date & Time] を選択します。

7. [Current Date] に、現在設定されている日付が表示さ

　れます。

　[New Date] に、新たに設定する日付を以下の（例）

　のように入力して、[Enter キー ] を押してください。

　（例）「2010 年 6 月 21 日」に設定する場合

　　　“06212010”

8. [Current Time] に、現在設定されている時刻が表示さ

　 れます。

　 [New Time] に、新たに設定する時刻を以下の（例）

　 のように入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　（例）「11:35:00」に設定する場合

　　　“113500”

9. 右図の画面が表示されるまで [Esc キー ] を押し、新た

　に設定した日時が、画面左下に表示されていることを

　確認します。

 

 

新規設定日時
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4.2 シャットダウン

注　意

TDLS200 は Windows 上で動作しています。電源を OFF にする場合は、下記の手順に従い

Windows をシャットダウンしたあとに、電源をOFF にしてください。

いきなり電源をOFF にすると、SBC ボードにあるコンパクトフラッシュ（CF）を壊す可能性が

ありますので、 絶対に行わないでください。

誤っていきなり電源をOFF にした場合、再度電源をON にして正常に起動するかどうか、確認し
てください。正常に起動しない場合は、当社サービスまでご連絡ください。

1. 以下の手順で、分析計の電源をOFF にします。

 (1) 発光部のドアを開けます。

※ドア開けるとき：A→Bの順でネジを緩める

※ドア閉めるとき：B→Aの順でネジを閉める

図 4.5   発光部全面パネル

(2) 電源 OFF の手順

1) 図 4.6 の画面において「Shut Down Analyzer」を選択し、Enter キーを押します。

2) 図 4.7. の画面が表示されますので、この画面で「9」を入力します。しばらくしてWindows

がシャットダウンし、図 4.8 に示す画面が表示されますので、このタイミングで装置電源を

OFF にしてください。（重要）

　注 1： LCD 表示のない仕様の場合には、「9」を押してから 25 秒±5秒 のタイミングで、装置

　　　　電源をOFF にしてください。（重要）

　注２：図 4.8 のままの状態がしばらく続くと、再度Windows が起動します。

 

　　　

　　　　　　　　図 4.6   Main Menu　　　　　　　　　　　図 4.7  シャットダウン画面
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　　　図 4.8  Main 画面の白色化（電源OFF のタイミング

なお、分析計の電源をOFF にする場合、下記のどちらかの方法で実施してください。

1) 図 4.8 の画面を確認後、下図（図 4.9）に示す発光部内右下のシーソースイッチで電源を

OFF にします。

2) 図 4.8 の画面を確認後、お客様の主電源をOFF にします。

　その後、設置領域の安全を確認し、図 4.9 に示す発光部内右下のシーソースイッチをOFF に

します。

 Main 画面の白色化を確認後、シーソー
スイッチを「OFF] にします。

図 4.9   発光部内部

2. 分析計の電源をOFF にしたあと、発光部のドアを閉めます。

3. ユニバーサルパワーサプライに供給している電源もOFF にしてください。
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4.3 ソフトウェアマップ

040101J-1.ai

Main
Menu

Basic
Menu

Select
A/O Mode

Configure

 - Block
 - Track
- Hold

View
Spectra

Data

Advanced
Menu

Trends

Select
A/O Mode

 - Block
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- Hold

Password
Protected

Configure

Calibration &
Validation

Data

Trends

Active Alarm

Shut Down
Analyzer

Shut Down

*1

*2

*2

*3

*1: 詳細は 4.4 節を参照ください。
*2: 詳細は 4.5 節を参照ください。
*3: 詳細は 4.6 節を参照ください。
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4.4 Basic Menu ソフトウェアマップ

040101J.ai
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4.5 Trend Screen ソフトウェアマップ
Trend Screen は、Basic Menu および Advanced Menu 共通です。

040201J.ai
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4.6 Advanced Menu ソフトウェアマップ

040301J.ai
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040302J.ai
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040303J.ai
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040304J.ai
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■ 小型表示器の表示内容

表 4.2　小型表示器の表示内容
ディスプレイ表示 内容

1行目：
Measurement

O2 xx.x %
Moisture xx.x ppm

測定ガス、測定値（測定ガスによって表示
が変わります。）

Software Off SBC ボードがシャットダウンしたとき
2行目：
Transmission Transmission xx.x % レーザ光の透過率（0～ 100％レンジ）

3行目：
Status

Initializing…… 分析計の電源投入時や初期化時に表示
System OK 通常運転状態－現在作動中の警報なし
WARNING Det Sig Low
WARNING Trans Low
WARNING Spectr Noise
WARNING Gas Pres
WARNING Gas Temp
WARNING Gas Level
WARNING Board Temp
WARNING Val Failure
WARNING Val Require

警告状態

FAULT Laser Temp
FAULT Det Sig High
FAULT Det Sig Lost
FAULT Outlier
FAULT Peak Center

故障状態

Zero Calibrating…
Span Calibrating…
Offl ine Validating…
Online Validating…

校正・バリデーションの状態

Data Transferring…
Transfer Success
Transfer Failure

データ転送の状態

4行目：
Information

YOKOGAWA TDLS200
SN. 76-1xxx-05-xx
AO1: CONC xx-xx%/ppm/ppb
AO2: TRAN xx-xx%
10.0.0.35
TEMP Act/Fix xx C(*1)

PRES Act/Fix xx.x kPa
OPL xx.x cm
Launch xx C(*1)

Detect xx C(*1)

分析計名
分析計シリアル番号

AO1、AO2、AO3端子（4～ 20 mA）設定
IPアドレス
測定ガス温度：ガス濃度補償用
測定ガス圧力：ガス濃度補償用
光路長
発光部内部温度
受光部内部温度

*1：「表示 "C" は温度単位の "℃ "」の代用として使用しています。
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4.7 ソフトウェアガイド（各項目の設定）
項　　目 ページ

Basic Menu p4.22 ～ 30

1「Path Length」設定
P4.23～ 24

2「Pressure」設定 p4.24～ 25
3「Temperature」設定 p4.25～ 26
4「View Spectra」

Raw Detector Spectrum p4.26 ～ 27
Absorption Spectrum p4.27

5「Alarm History」 p4.28
6「Cal History」 p4.28
7「Trends」 p4.29 ～ 30

Advanced Menu p4.31 ～ 141

8「Path Length」設定
p4.33

9「Pressure」設定 p4.34～ 35

10「Temperature」設定
p4.36～ 38

11「Non-Process Parameters」
p4.39 ～ 42

12「Units」 p4.42 ～ 43
13「System I/O」 p4.44 ～ 64

「Analog Output」
設定・確認

p4.44～ 49

「Analog Input」
設定・確認

p4.50～ 51

「Digital Output」
設定・確認

p4.51～ 63
「Warning」設定・確認 p4.51～ 56
｢Fault」設定・確認 p4.57～ 60
「User Alarm」設定・確認 p4.61～ 63

「Digital Input」
設定・確認

p4.64

14「System」設定
・確認

p4.64～ 70
「Analyzer S/N」確認 p4.65
｢Laser S/N」確認 p4.65
「Password」
設定・確認

p4.65～ 66

「Software Version」
確認

p4.67

「Date & Time」
設定・確認

p4.67～ 68

「System Temperature」
確認

p4.68

「TCP/IP」設定・確認 p4.68
「Adjustable Resistors」
設定・確認

p4.69～ 70

15「Valve Control」設定・確認
p4.70～ 72

16「Laser Spectra & 
Control」確認

p4.72～ 74
各項目の確認
・受光部生信号
(Raw Detector Signal)
・吸収スペクトル（Absorption Spectrum)
・ガス温度
(Temperature)
・ガス圧力 (Pressure )
・透過率
（Transmission)
・レーザ温度（LT)
・吸収ピーク中心位置
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項　　目 ページ

Advanced Menu ・吸収ピーク幅 p4.73
「Fast Update」機能の
設定

p4.74

17「Calbrate & 
Validate」

p4.75 ～ 136
「Offl  ine Calibration」
設定

p4.75～ 98
「Zero Calibration」実施 p4.76～ 85

「Manual」設定 p4.76
「Auto」 設定 p4.77～ 84
「Restore」設定 p4.85

「Span Calibration」実施 p4.86～ 97
「Manual」設定 p4.86～ 87
「Auto」 設定 p4.87～ 97
「Restore」設定 p4.98

「Transmission
 Calibration」実施

p4.98

「Offl  ine Validation」
設定

p4.99～ 118
「Gas1 Validation」実施 p4.99～ 111

「Manual」設定 p4.100～ 101
「Auto」 設定 p4.101～ 111

「Gas2 Validation」実施 p4.112
「Two Gas Validation」
実施

p4.112～ 118

「Online Validation」
設定

p4.119～ 136
「Gas1 Validation」実施 p4.119～ 135

「Manual」設定 p4.119～ 121
「Auto」 設定 p4.121～ 135

「Gas2 Validation」実施 p4.135
「Clear Validation 
Alarms」実施

p4.136

18「Data」 p4.136～ 141
「Alarm History」確認 p4.137

「Cal History」確認 p4.137
「Spectrum Capture
設定

p4.138～ 141
「Automatic」設定 p4.138～ 141

「Update」設定 p4.138
「Relative」設定 p4.139
「Absolute」設定 p4.140～ 141

19 ｢Trends」 p4.141
Active Alarm 20「Active Alarm」確認

p4.141～ 142

Shut Down 
Analyzer 21「Shut Down Analyzer」実施

p4.143
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■ ソフトウェアガイド　

● Main Menu
Main Menu 画面には、以下の項目が表示されます。
・濃度表示
・透過率表示
・Status ウィンドウ：開始、動作の正常性、警告、故障
の通知

・Temperature
・Pressure
・Tag No.：通常、[XX-XXXX-XX] が表示されます
・Serial No.
・Basic Menu 選択ボタン
・Advanced Menu 選択ボタン
・Active Alarm 表示ボタン
・Shut Down Analyzer ボタン

● Basic Menu
1. 上図のMain Menu 画面から「Basic Menu」を選択し、

　 [Enter キー ] を押してください。

2. Analog Output 選択画面が表示されます。

　ここで、ソフトウェア上で操作を行う間のアナロ

グ出力の状態を設定することができます。「Block」、 

「Track」、「Hold」いずれかのアナログ出力状態を選択

し、[ →ボタン ] を押してください。

　また、Block を選択した場合は、任意の電流値 (0 ～

20 mA）を出力することができます。

それぞれのアナログ出力設定状態は以下のとおりです。

　・Block：0～ 20 mA で任意に設定された値が出力さ

     れます。

　　（例として、右図は 3.8 mA が出力されます。）

　　Main Menu 画面に戻ると解除されます。

　注：アナログ出力の CH2は常時「Track」になります。
　　　（「Block」を選択しても反映されませんのでご注意下さい。）

 ・Track：濃度や透過率の測定値出力を続行します。

 ・Hold：出力は直前の出力値で固定されます。

　　　　　 Main Menu 画面に戻ると解除されます。

　注：アナログ出力の CH2は、常時「Track」になります。
　　　（「Hold」を選択しても反映されませんのでご注意下さい。）

＜「Block」選択時＞

＜「Track」選択時＞

＜「Hold」選択時＞
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3.「Basic Menu」が表示されます。

 ここでは、以下の項目について設定・確認すること

ができます。

 ・Confi gure：光路長、ガス温度、ガス圧力の設定がで  

      きます。
 ・View Spectra：受光部信号または吸収スペクトルが  
      表示されます。（選択可能） 
 ・Data：警報履歴、校正履歴を確認することができます。

 ・Trends：トレンド形式で結果（ガス濃度、透過率 
   など）を表示することができ ます。 
 　該当する項目を [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、[Enter キー ] で決定します。 

 
3-1.「Confi gure」(Basic Menu) 

　「Basic Menu」で「Confi gure」を選択すると、右図

の画面が表示されます。 

　「Path Length」（光路長）、「Pressure」（圧力）、

「Temperature」（温度）を選択し、それぞれの設定値

を変更することが可能です。

　該当する項目を [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、

[Enter キー ] で決定します。 

 
　また、「IP Address」、「Serial No.」、「Version」を確認することができます。

　（この画面から設定変更はできません。）

　・IP Address： 分析計 IP アドレスの表示

　・Serial No.： 分析計シリアル番号の表示
　・Version： ソフトウェアのバージョン番号の表示 

3-1-1.「Path Length」 

 「Path Length」は、光路長（レーザが測定ガスを通過

する距離）を示し、選択すると光路長を変更するこ

とができます。 

 

 

 

 

　操作部で任意の数字を入力すると、「New Path Length」

　に表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。
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　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正

したい場合は [Esc キー ] を押してください。 

3-1-2.「Pressure」

　「Pressure」はプロセス中の圧力値を示して、Fixed（固

　定値入力）を使用する場合のプロセスガス圧力の設

　定値を変更することができます。

　

　

　操作部にて任意の数字を入力すると「New Pressure」

　に表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。

　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正し

　たい場合は [Esc キー ] を押してください。
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　また、圧力設定値が「Active（外部変換器からの圧力

　値入力）」を使用する設定にしている場合、値の変更

　はできません。

　Active 圧力補償の設定は、「Advanced Menu」で行い

　ます。

3-1-3.「Temperature」

   「Temperature」は、プロセス中の圧力値を示し、　　

　Fixed（固定値入力）を使用する場合のプロセスガス

　温度の設定値を変更することができます。

　操作部にて、任意の数字を入力すると「New 

　Temperature.」に表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。

　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正し

　たい場合は、[Esc キー ] を押してください。
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　また、温度設定値が「Active（外部変換器からの温度

　値入力）」、または「Active Ambient（内部センサによ

　る周囲ガス温度値）」を使用する設定にしている場合、

　値の変更はできません。

　Active 温度補償の設定は、「Advanced Menu」で行い

　ます。

3-2.「View Spectra」(Basic Menu)

　「Basic Menu」で受光部信号、または吸収スペクトル

　を確認したい場合、「View Spectra」を選択し、[Enter

　キー ] を押してください。

　「View Spectra」を選択すると、右図の画面が表示され

　ます。

　「Raw Detect Spectrum」または「Absorption 　　　

　Spectrum」のどちらかを [ ↑キー ]、または [ ↓キー ]

　で選択し、[Enter キー ] を押してください。

　・Raw Detect Spectrum：受光部信号を表示

　・Absorption Spectrum：吸収スペクトルを表示

3-2-1.「Raw Detect Spectrum」

　「Raw Detect Spectrum」を選択すると、受光部信号

　が表示されます。

　受光部信号は生の検出値であり、現状の状態を確認

　することができます。

　

　現状の受光部信号を保存する場合、[Enter キー ] を押

　すと右図の画面が表示されます。
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　操作部にて任意のファイル名（数字）を入力し、

　[Enter キー ] を押すと、現時点の「Raw Detect 　　

　Spectrum」が保存されます。

3-2-2.「Absorption Spectrum」

　「Absorption Spectrum」を選択すると、吸収スペクト

　ルが表示されます。

   この画面より、測定中のガスの吸収スペクトルを確認  

   することができます。

　画面の縦軸は自動スケールされるため、低濃度ガス測

　定時は、見た目以上にノイズが多いスペクトルが表

　示されることがあります。

　実際には、ノイズがほとんどない場合もあり、表示

　レンジが非常に小さいことによって起こる現象です。

　現状の吸収スペクトルを保存する場合、[Enter キー ]

　を押すと右図の画面が表示されます。

　操作部にて任意のファイル名（数字）を入力し、

　[Enter キー ] を押すと現時点の「Absorption 　　　 

   Spectrum」が保存されます。
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3-3.「Data」(Basic Menu)

　「Basic Menu」で「Alarm History（警報履歴）」、また

　は「Cal History（校正履歴）」を確認したい場合「Data」

　を選択し、[Enter キー ] を押してください。

　「Data」を選択すると、右図の画面が表示されます。

　「Alarm History」または「Cal History」のどちらかを、

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、[Enter キー ]　

　を押してください。

　
　　・Alarm History： 警報履歴を表示します。

　　・Cal History：  校正履歴を表示します。

3-3-1.「Alarm History」

　「Alarm History」を選択すると警報履歴が表示されます。

　直近 17件までの警報・故障データが表示されます。

　簡単な内容と日時記録が表示されます。

3-3-2.「Cal History」

　「Cal History」を選択するとバリデーション・校正履

　歴が表示されます。

　直近 17件までのバリデーション・校正データが表示

　されます。

　調整量と日時記録が表示されます。
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3-4.「Trends」(Basic Menu)

　「Basic Menu」でガス濃度、透過率などをトレンド　

　形式 で確認したい場合、「Trends」を選択し、[Enter

　キー ] を押してください。

　右図に示すトレンド表示は、「Basic Menu」および

　「Advanced Menu」ともに共通の表示であり、直近の

　任意の時間（最大750分間）をトレンドで表示します。

　トレンド表示が可能な項目を、以下に示します。

　・Gas1 ( 例：右図はO2 ）：ガス 1濃度の読取値をト

　　レンドで示します。

　・STDEV1：ガス 1濃度の連続 25個の読取値を標準

　　偏差のトレンドで示します。

　・Gas2 ：ガス 2濃度の読取値をトレンドで示します。

　・STDEV2：ガス 2の連続 25個の読取値を標準偏差 

　　のトレンドで示します。

　・Trans.：測定ガスを通過したレーザ光の透過率 [%]

　　をトレンドで示します。

　・LTS：レーザ温度の設定値をトレンドで示します。

　・LT：レーザ温度をトレンドで示します。

　・PCP：吸収ピークのピーク中心位置をトレンドで

　　　示します。

　・Temp.：測定ガス温度をトレンドで示します。

　・Pres.：測定ガス圧力をトレンドで示します。

※Refresh：選択した各トレンドの更新時に使用します。
　　　　　  トレンド画面は自動的に更新されませんので、ご注意

　　　  下さい。

各項目の隣に、現在値が表示されます。

トレンド表示させたい項目を選択すると、そのトレンド表示の最小値、最大値、時間（何分間前

までのトレンドを表示させるか）の入力が求められます。

3-4-1. トレンドの表示操作

　例として、「Gas1( 例としてO2 ）」のトレンド表示を

　させたいときは、「Gas1( 例として O2）」のボタンを

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、[Enter キー ]　

　で決定します。

　なお、他の項目のトレンド表示も以降の「Gas1( 例

　としてO2 ）」のトレンド表示操作と同様の手順で行っ

　てください。
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　「Gas1( 例としてO2 ）」のボタンを選択すると、画面中

　央に「Minimum（トレンド表示の最小値）」、「Maximum

　トレンド表示の最大値）」、「Minutes（トレンド表示

　の時間）」が表示されますので、[ テンキー ] でそれぞ

　れの項目に入力してください。

　入力する項目を変更するときは、[ ↑キー ] または [ ↓

　キー ] で選択し、[ テンキー ] で入力します。

　例として、最小値：0%、最大値：25%、時間：30分

　のトレンドを表示させます。

　1. 「Minimum（最小値）」に "0" を入力します。

　2. 「Maximum（最大値）」に "25" を入力します。

　3. 「Minutes（時間（分））」に "30" を入力します。

　すべての項目に数値を入力しましたら、[Enter キー ]

　で決定します。

　右図に示すようなトレンドが表示されます。
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● Advanced Menu
1. Main Menu 画面から「Advanced Menu」を選択して、

　[Enter キー ] を押してください。

　なお、「Advanced Menu」はパスワードで保護されて

　おり、有資格者のみ（＜はじめに＞■有資格技術者に

　よる保守を参照）が操作可能です。

2. Main Menu 画面から「Advanced Menu」を選択する

　と、パスワード入力画面になりますので、パスワード

　（Default：「1234」）を入力し、[Enter キー ] を押して

　ください。

3.  Analog Output 選択画面が表示されます。

　(Basic Menu のときと同様）

　ここで、ソフトウェア上で操作を行う間のアナログ出

　力状態を設定することができます。

　「Block」、「Track」、「Hold」のいずれかのアナログ出

　力状態を選択し、[ →ボタン ] を押してください。

　また、Block を選択した場合は、任意の電流値 (0 ～

　20 mA）を出力することができます。

　それぞれのアナログ出力設定状態は、以下のとおりです。

　・Block：0～ 20 mA で任意に設定された値が出力さ

　　れます。

　　（例として、右上図は 3.8 mA が出力されます。）

　　Main Menu 画面に戻ると解除されます。
注：アナログ出力の CH2は、常時「Track」になります。
　　（「Block」を選択しても反映されませんのでご注意ください。）

＜「Block」選択時＞

＜「Block」選択時＞

＜「Track」選択時＞
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　・Track：濃度や透過率の測定値の出力を続行します。

　・Hold：出力は直前の出力値で固定されます。

　　　　　 Main Menu 画面に戻ると解除されます。
注：アナログ出力の CH2は、常時「Track」になります。
　　（「Hold」を選択しても反映されませんのでご注意下さい。）

4.「Advanced Menu」が表示されます。

　ここでは、以下の項目について設定・確認することが

　できます。

　・Configure：光路長、ガス温度、ガス圧力、アナ　

　　ログ入出力などの設定ができます。

　・Calivrate & Validate：校正またはバリデーション　

　　の実施・設定ができます。

　・Data：警報履歴、校正履歴、スペクトルデータ　　

　　取得などを設定・確認することができます。

　・Trends：トレンド形式で結果（ガス濃度、透過率　

　　など）を表示することができます。

　該当する項目を [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、

　[Enter キー ] で決定します。

4-1.「Confi gure」(Advanced Menu) 

　「Advanced Menu」で「Confi gure」を選択すると、右 

　図の画面が表示されます。 

　以下の項目について、設定・確認ができます。 

　該当する項目を [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、

　[Enter キー ] で決定します。

 　・「Path Length」（光路長）：光路長（レーザ光が測

　 　定ガスを通過する距離）の新規入力、設定値を変

　 　更することが可能です。 

 　・「Process Pressure」：測定ガス圧力について、「Fixed（固定値入力）」、または「Active（外

　 　部変換器からの圧力値入力）」から選択することができます。
　　※注：「Control（比例バルブおよびポンプで目標値に制御されたセル圧力）」は TDLS200 では使用しません。 

 　 ・ 「Process Temperature」：測定ガス温度について、「Fixed（固定値入力）」、「Active Input（外  

　 　 部変換器からの温度値入力）」、「Active Ambient（内部温度センサ換算値）」、「Active Peaks（測

　 　 定スペクトルから計算された値）」から選択できます。
　　※注：「Control（ヒーターおよびリレーで目標値に制御されたセル温度）」は TDLS200 では使用しません。 

 　 ・  「Non-Process Parameters」：測定対象成分（例：O2）を含むガスなどでパージを行う場合、

　　 非測定光路（内部光路）を通るパージガスの光路長、圧力、温度、濃度を入力します。 

   　  詳細は 4.8 非プロセスパラメータ (Non-Process Parameters）を参照してください。

　  ・  「Units」（単位）：光路長、プロセスガス圧力、プロセスガス温度の単位を選択します。

　　  "cm か m"、"kPa"、 "℃ か K" を指定して下さい。

　  ・  「System I/O」：アナログ I/O、デジタル I/O の設定、割付ができます。

＜「Hold」選択時＞
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　・「System」：分析計情報（シリアル番号、日時、パスワード、ソフトウェアバージョン、発光部、

　　受光部の温度）の確認が可能です。

　　また、日時、IP アドレス、パスワードの変更が可能です。

　・「Valve Control」：バルブ駆動出力信号の手動、または自動制御を設定・確認できます。

        (4-1-8「Valve Control」、4.10 節「流路切換えとバルブ制御」を参照ください。）

　・  「Signal Processing」：工場で設定された値が入力されています。設定変更はできません。

　・  「Laser Spectra & Control」：受光信号および吸収スペクトル、レーザ設定値が表示されす。

4-1-1.「Process Path Length」

　「Process Path Length」は光路長（レーザが測定ガス

　を通過する距離）を示し、選択すると光路長を変更

　することができます。

　変更する場合は「Process Path Length」を選択し、　 

　[Enter キー ] を押してください。

　[ テンキー ] で任意の数字を入力すると、「New Path

　 Length」に表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。

　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正

　したい場合は、[Esc キー ] を押してください。
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4-1-2.「Process Pressure」

　「Process Pressure」はプロセス中の圧力値を示し、　

　「Fixed（固定値入力）」または「Active（外部変換器

　からの圧力値入力）」から選択することが可能です。
※注：「Control（比例バルブおよびポンプで目標値に制御された  
          セル圧力）」は TDLS200 では使用しません。

　設定する場合は「Process Pressure」を選択し、[Enter

　キー ] を押してください。

　「Process Pressure」を選択すると、3つのモード　　

　（「Fixed」、「Active」、「Control」）から 1 つを選択す

　ることができます。

　設定するモードを[↑キー]または[↓キー]で選択し、

　[Enter キー ] で決定します。

＜ Fixed モードの設定＞

　「Fixed」を選択すると右図の画面が表示されます。

　Current」欄には、現在の圧力固定値が表示されます。

　[ テンキー ] にて任意の数字を入力すると「New」欄

　に表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。

　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正し

　たい場合は、[Esc キー ] を押してください。
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＜ Active モードの設定＞

　右図より [ ↑キー ]、または [ ↓キー ] で「Active」を

　選択し、[Enter キー ] を押します。

　アナログ入力 (4 ～ 20 mA) に対するレンジ設定を行い

　ます。

　はじめに、レンジ下限値 (4 mA 入力）のときの圧力

　を設定します。

　「Current」に現在の設定値が入力されていますので、

　[テンキー]で「New」欄に設定値を入力し、[Enterキー]

　を押してください。
　※同じ設定値の場合は、同じ値を入力後、[Enter キー ] を押して

ください。

　次に、レンジ上限値（20 mA 入力）のときの圧力を

　設定します。

　「Current」に現在の設定値が入力されていますので、

　[ テンキー ] で「New」欄に設定値を入力し、[Enter

　キー ] を押してください。
　※同じ設定値の場合は、同じ値を入力後、[Enter キー ] を押して

ください。

　

　次に、圧力値入力がない場合のバックアップ値の入力

　・設定画面が表示されます。

　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、圧力値入力がない

　　場合のバックアップ値出力をON/OFF で設定しま

　　す。

　　また、数値が入力されている欄（例：101.325 が

　　表示されている部分）は、バックアップ値出力が

　　ONのときの出力値を示しています。

　　この値は [ ←キー（Back Space キー）] で削除し、

　　新たな値を入力することが可能です。
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4-1-3.「Process Temperature」

　「Process Temperature」はプロセス中の温度値を示

　し、「Fixed（固定値入力）」、「Active Input（外部変　

　換器からの温度値入力）」、「Active Ambient（内部セ

　ンサから算出される温度値入力）」から選択すること

　が可能です。　
　※注：「Control」は TDLS200 では使用しません。

　また、「Active Peaks」は特別なO2 測定アプリケーショ

　ンのみに使用します。

　設定する場合は、「Process Temperature」を選択し、

　[Enter キー ] を押してください。

　「Process Temperature」を選択すると、5つのモード

　（「Fixed」、「Active Input」、「Active Ambient」、「Active 

　Peaks」、「Control」）から 1つを選択することができ

　ます。
　※注：「Control」は、TDLS200 では使用しません。

　また、「Active Peaks」は特別なO2 測定アプリケーショ

　ンのみに使用します。

　設定するモードを[↑キー]または[↓キー]で選択し、

　[Enter キー ] で決定します。

＜ Fixed モードの設定＞　

　「Fixed」モードは、プロセスガス温度が通常の稼動条

　件下で変化しないときに使用します。もし、プロセ

　ス温度が変化したときは、測定値（濃度値）に影響

　を与えます。

　右上画面で「Fixed」を選択すると、右図の画面が表

　示されます。

　「Current」欄には現在の温度固定値が表示されます。

　[ テンキー ] で任意の数字を入力すると、「New」欄に

　表示されます。

　入力後、[Enter キー ] を押してください。

　入力した値で問題がないか、確認する内容が表示され

　ます。

　問題がなければ [Enter キー ] を、入力した値を修正

　したい場合は [Esc キー ] を押してください。
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＜ Active Input モードの設定＞

　「Active Input」モードは、プロセス温度が変動する条

　件下で、または特定のアプリケーションで最も高精

　度測定が要求される場合に使用します。

　入力レンジは、4-20 mA に合せて設定します。

　入力信号が異常のとき、あらかじめ設定したバック

　アップ値を適用することも可能です。

　右図より、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で「Avtive  　

　Input」を選択し、[Enter キー ] を押します。

　アナログ入力 (4 ～ 20 mA) に対するレンジ設定を行い

　ます。

　はじめに、レンジ下限値 (4 mA 入力）のときの温度

　を設定します。

　「Current」に現在の設定値が入力されていますので、

　[ テンキー ] で「New」欄に設定値を入力し、[Enter

　キー ] を押してください。
　※ 同じ設定値の場合は、同じ値を入力後、[Enter キー ] を押し

てください。

　続いて、レンジ上限値（20 mA 入力）のときの温度を

　設定します。

　「Current」に現在の設定値が入力されていますので、

　[テンキー]で「New」欄に設定値を入力し、[Enterキー]

　を押してください。
　※ 同じ設定値の場合は、同じ値を入力後、[Enter キー ] を押し

てください。

　次に温度値入力がない場合、または入力信号異常で

　プロセス温度情報が得られない場合に、適用されバッ

　クアップ値の入力・設定画面が表示されます。

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、圧力値入力がない場

　合の、バックアップ値出力のON/OFF を設定します。

　また、数値が入力されている欄（例：265.00 が表示

　されている部分）は、バックアップ値出力がONのと

　きの出力値を示しています。

　この値は、操作部の [ ←キー（Back Space キー）] で

　削除し、新たな値を入力することが可能です。
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＜ Active Ambient モードの設定＞

　「Active Ambient」モードは、プロセスガスが一般的

　に周囲温度に従う場合に使用されます。測定結果 ( 濃

　度 ) は、「Active Input」モードより正確ではありませ

　んが、「Fixed」モードよりは正確に算出されます。

　右図より [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で「Avtive 　　

　Ambient」を選択し、[Enter キー ] を押してください。

　内部センサから、温度オフセット補正値の設定を行い

　ます。

　通常は、-5℃のオフセットを変更する必要はありませ

　んが、アプリケーションによって適宜変更してくだ

　さい。

　変更する場合は、[ テンキー ] で「New」欄に設定を

　入力し、[Enter キー ] を押してください。
　※同じ設定値の場合は、同じ値を入力後、[Enter キー ] を押して

ください。

＜ Active Peaks モードについて＞

　「Active Peaks」モードは、特別なアプリケーション

　のみに使用します。

　（例：高温条件下の燃焼 O2 測定など）このモードが

　機能する温度条件が決められていますので、使用する

　可能性がある場合は、当社までご一報下さい。

＜ Control モードについて＞
　※注：「Control」は TDLS200 では使用しません。
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4-1-4.「Non-Process Parameters」

 　「Non-Process Parameters」を選択し、[Enter キー ]

　を押すと、設定に必要なパラメータをすべて入力する

　ことができます。

　本機能の詳細については、4.8 節に記載されている　

　「非プロセスパラメータ (Non-Process Parameters) を

　参照ください。

　「Non-Process Parameters」のパラメータとしては、以

　下の項目があります。 

　「Non-Process Parameters」を使用するときは、これ

　らのパラメータを設定する必要があります。 

・Path Length (Non-Process Parameters 用光路長）

・Pressure (Non-Process Parameters 用圧力）

・Temperature (Non-Process Parameters 用温度）

・Concentration (Non-Process Parameters 用濃度）

・Alarm Selection (Non-Process Parameters 用アラー

ム設定）
　※注： パージガスとしてN2 が使用できない場合、またはアプリケーション（吸収ピークを固定させる目的）によっ  
               て本機能を使用する場合は、必ず正確な設定値を入力してください。 

<Non-Process Path Length の設定 >

　プロセス光路長を除いたレーザから、検出器までの

　光路長を設定します。

　すでに、分析計内部の長さとアライメントフランジ

　の長さを合わせた値が、入力されています。

　プロセス絶縁バルブとプロセスノズルなどを使用し

　ている場合は、その分の長さを加算した光路長の値

　を、「New」欄に入力してください。
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<Non-Process Pressure の設定 >

　Non-Process ガスの圧力を設定します。

　通常、この値は大気圧 (101.325 kPaA) に近い値とな

　ります。

　実際の動作条件を確認し、最適な値を入力してくだ

　さい。

　[Enter] キーを押すと、設定画面が表示されます。
※ ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

　「Current」欄に現在の圧力設定値が、表示されていま

　す。

　変更が必要な場合は、「New」欄に適切な値を入力し、

　[Enter] キーを押してください。

<Non-Process Temperature の設定 >

　Non-Process ガスの温度を設定します。

　Non-Process ガス温度の設定は、以下の 2つのモード

　から設定ができます。 

・Fixed（固定値）：手動で温度固定値を入力します。

・ActiveA（内部センサを基準とした温度値×係数）

 　　　　　　
　Fixed 設定：現在の温度固定値が表示されますので、

　必要に応じて値を変更してください。

　[ ←キー (Back Space キー )] で現在の値を削除し、新

　たな設定値を入力してください。 

　ActiveA 設定：現在の係数が表示されていますので、

　必要に応じて係数の値を変更して下さい。 　 　　　

　[ ←キー (Back Space キー )] で現在の値を削除し、新  

　たな設定値を入力してください。
　※最適な係数の値を生成するために、当社までお問い合わせく

ださい。 
　　その際、分析計の設置方法と詳細なアプリケーション情報を

ご連絡ください。
　　温度勾配を考慮し、最適な係数を算出します。



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-41
<Non-Process Concentration の設定 >

　Non-Process ガスの濃度値を設定します。

　Non-Process Parameters を使用しない場合、この値 

　を「0%」にする必要があります。

　通常、出荷前の時点でNon-Process Parameters 機能

　を使用しないことが確認できている場合、「0%」に設

　定されて出荷されます。

　Non-Process ガス濃度の設定を変更する場合、[Enter

　キー ] を押し、設定を変更さてください。

　「New」欄にNon-Process ガスの濃度値を入力します。

　例として 20.9% の O2 を Non-Process ガスとして使用

　する場合、「New」欄にその値を入力して [Enter キー ]

　を押してください。

　設定値が、"20.9%" になっていることを確認します。

　設定値が異なっている場合、もしくは、誤入力した場

　合は上記手法に従って再度入力・設定してください。

<Non-Process ガスのアラーム設定 >

　Non-Process ガスのアラーム設定を行います。

　アラームはNon-Process ガスの吸収ピークが、ある

　閾値より低下した場合に発生します。

　このアラーム機能は、Non-Process ガスのリーク検知、

　または参照ピークガスの低下検知が可能となります。

　例）CO/CH4 アプリケーションのための、参照ピーク

　ガスである%COガスがリークしていないかを、検知

　することができます。

　このアラーム機能を無効にする場合、右図の Fault/

　Warningを選択する画面で、「-1」を入力してください。
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　アラーム機能を有効にする場合は、閾値（吸収ピーク

　の吸光度）を入力し、アラームとして Fault または、

　Warningのどちらを出力させるか、選択してください。

　[Enter キー ] を押すと設定が反映されます。

4-1-5.「Units」

　「Units」を選択し、[Enter キー ] を押すと、各パラメー

　タの単位を設定することが可能です。

　「Units」で選択可能なパラメータとして、以下の項目

　があります。

　変更が必要な単位を選択し、[Enter キー ] を押してく

　ださい。

   ・「Path Length」：cm  （センチメートル）またはm（メー

　 トル）

   ・「Pressure」：barA または kPa

   ・｢Temperature」：℃または K

<Path Length の単位設定 >

　「Path Length」を選択し、[Enter キー」を押します。

　cm（センチメートル）またはm（メートル）のいず

　れかから適切な単位を選択し、[Enter キー ] を押して  

　ください。

　変更した単位に間違いがないか、確認してください。

▼
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<Pressure の単位設定 >および <Temperature の単位設定 >

　「Pressure」を選択し、[Enter キー」を押してくだ

　さい。

　

　barA または kPa の中から適切な単位を選択し、[Enter

　キー ] を押してください。

　変更した単位に間違いがないか、確認してください。

<Temperature の単位設定 >

　「Temperature」を選択し、[Enter キー」を押してく

　ださい。

  ℃または K のいずれかから適切な単位を選択し、[Enter

　キー ] を押してください。

　変更した単位に間違いがないか、確認してください。
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4-1-6.「System I/O」

　「System I/O」を選択し、[Enter キー ] を押すと AO/

　AI/DO/DI に対して、それぞれを設定することが可能

　です。

　「System I/O」で設定可能なパラメータとして、以下

　の項目があります。

　変更が必要な項目を選択し、[Enter キー ] を押してく

　ださい。

　・「Analog Output」：アナログ出力に関する設定を変

　　更することが可能です。

　・「Analog Input」：アナログ入力に関する設定を変更

　　することが可能です。

　・「Digital Output」：デジタル出力に関する設定を変

　　更することが可能です。

　・「Digital Input」：デジタル入力に関する設定を変更

　　することが可能です。

<Analog Output の設定 >

　「Analog Output」を選択し、[Enter キー」を押してく

　ださい。

　右図に示すような設定項目が表示されます。

　設定したい項目を選択し、[Enter キー」を押してくだ

　さい。

　・Channel 1 ～ 3： 4-20 mA 出力する項目と、レンジ

　　を設定します。

　・Warning Mode：分析計が、Warning 状態の間の出

　　力モードを設定します。

　　(Block, Track, Hold から選択）

　・Fault Mode：分析計が、Fault 状態の間の出力モードを設定します。

　(Block, Track, Hold から選択）

　・Field Loop Check：指定した 4-20 mA のアナログ出力の値が、正しく出力されているかを確

　　認することができます。

　・AO CH Calibration：4-20 mA の出力値の校正が可能です。通常は、工場出荷時に校正されて

　　いるため、必要はありません。
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　・「Channel 1」～「Channel 3」の設定

　　それぞれの Channel で、以下の項目を出力するこ

　　とが可能です。

　　(1) Concentration：ガス濃度（ガス 1）

　　(2) Gas2 Concentration：ガス濃度（ガス 2)

　　(3) Transmission：透過率

　　(4) Gas Temperature：プロセスガス温度

　　(5) Gas Pressure：プロセスガス圧力

　　(6) None：設定なし

　　(1) ～ (5) を選択し、[Enter キー ] を押すと、4-20 mA 出力に対するレンジ設定画面が表示さ

　　れます。

　　(6) を選択した場合は、レンジ設定画面は表示されません。
　※注：Channel 2 のアナログ出力は、Block/ Track/ Hold モードは出力されません。
　     　  通常、Channel 2 は「Transmission」出力を設定します。

　(1) Concentration の設定例（他のパラメータも、同様の設定手順です。）

　4 mA出力のレンジを設定します。( レンジ下限値）

　例）ガス濃度値：4 mAを 0%O2 に設定します。

　「Current」欄に現在のレンジが表示されますので、

　「New」欄に新しいレンジを入力し、[Enter キー ]　

　を押してください。

　20 mA 出力のレンジを設定します。( レンジ上限値）

　例）ガス濃度値：20 mA を 30%O2 に設定します。

　「Current」欄に、現在のレンジが表示されますので、

　「New」欄に新しいレンジを入力し、[Enter キー ] を

　押してください。

　・「Warning Mode」の設定

　　Warning 発生時のアナログ出力モードを設定する

　　ことができます。

　　「Block」、「Track」、「Hold」のいずれかのアナログ

　　出力モードを選択し、[Enter キー ] を押してくださ

　　い。
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　Warning 発生時の、それぞれのアナログ出力状態は、

　以下のとおりです。

　・Block：0～ 20 mA で任意に設定された値が出力さ

　　れます。

　　（例として、右図はWarning 発生時に 3.8 mA が出

　　力されます。）

　　出力するアナログ出力値を変更する場合は、[ ←　

　　キー (Back Space キー ）] で削除し、新たな値を入

　　力してください。

　・Track：濃度や透過率の測定値の出力を続行します。

　・Hold：Warning 発生後、5回更新までは直前の値

　　を保持し、その後、指定された出力値が出力され

　　ます。

　　（例として、右図はWarning 発生時直前の値を 5

　　回出力後に、20 mA が出力されます。）

　　出力するアナログ出力値を変更する場合は、[ ←　

　　キー (Back Space キー）] で削除し、新たな値を  

　　入力してください。

　・「Fault Mode」の設定

　　Fault 発生時のアナログ出力のモードを設定するこ

　　とができます。

　　Warning と同様の設定手順です。

　　「Block」、 「Track」、 「Hold」のいずれかのアナログ

　　出力モードを選択し、[Enterキー ]を押してください。
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　・「Field Loop Check」( アナログ出力値の確認）

　　「Field Loop Check」を選択し、[Enter キー ] を押し

　　てください。

　　アナログ出力を確認したい Channel を選択して、

　　[Enter キー ] を押してください。

　　( 例として、CH1の出力を確認します。CH2、CH3

　　も同様の手順です。）

　　「Current mA」には、現在出力している電流値が表

　　示されます。

　　「New mA」には、これから出力させる電流値を入

　　力します。

　　例として 4 mA出力を確認します。

　　「New mA」に "4" を入力し、[Enter キー ] を押して

　　ください。
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　　[Enter キー ] を押すと、「Current mA」に "4.0" と

　　表示され、指定した Channel に 4 mA が出力され

　　ます。

　　マルチメータなどで、その値を確認してください。

　　もし、その値が正しくない場合は、「AO CH 　　　

　　Calibration」にて、アナログ出力の校正を実施して

　　ください。

　　例として、次に 20 mA 出力を確認します。

　　「New mA」に "20" を入力し、[Enter キー ] を押し

　　てください。

　　[Enter キー ] を押すと、「Current mA」に "20.0" と

　　表示され、指定した Channel に 20 mA が出力され

　　ます。

　　マルチメータなどで、その値を確認してください。

　　もし、その値が正しくない場合は、「AO CH 　　　

　　Calibration」にて、アナログ出力の校正を実施し

　　てください。

　・「AO CH Calibration」( アナログ出力の校正）

　　「AO CH Calibration」を選択し、[Enter キー ] を

       押してください。

 　  このとき、校正する Channel には、デジタルマルチ

　　メータなどを接続させ、アナログ出力値が確認で

　　きる状態にしてください。

　　校正するアナログ出力 Channel を選択し、[Enter

  　  キー ] を押してください。

　　( 例として、CH1の出力を確認します。CH2、CH3

　　も同様の手順です。）



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-49
　　最初に 4 mAの校正から行います。

　　「Measured low (mA)」に、デジタルマルチメータ

　　で測定されている、現在の電流値を入力してくだ

　　さい。
　※注：デジタルマルチメータの値が、十分に安定したときの値

　を入力してください。

　　例として、デジタルマルチメータで 2.578 mA が出

　　力されているため、「Measured low (mA)」に　　

　　"2.578" と入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　次に、20 mA の校正を行います。

　　「Measured high (mA)」に、デジタルマルチメータ

　　で測定されている現在の電流値を入力します。
　※注：デジタルマルチメータの値が、十分に安定したときの値　

　を入力してください。

　　例として、デジタルマルチメータで 17.582 mA が

　　出力されているため、「Measured high (mA)」に　

　　"17.582"と入力し、[Enterキー ]を押してください。

　　[Enter キー ] を押すと、CH選択の画面に戻ります。

　　正しく校正が完了しているかを、「Field Loop 　　

　　Check」で確認してください。
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<Analog Input の設定 >

　「Analog Input」を選択し、[Enter キー」を押してく

　ださい。

　右図に示すような画面が表示されます。

　CH1 は温度用のアナログ入力、CH2 は圧力用のアナ

　ログ入力をそれぞれ示します。

　・アナログ入力校正方法

　　( 例として、CH1のアナログ入力を校正します。　

　　CH2も同様の手順です。）

　　校正したい Channel を選択し、[Enter キー ] を押　

　　してください。

　　はじめに、アナログ入力のレンジ下限値を校正します。

　　「Expected low (mA)」には、校正する値を入力して

　　ください。

　　「Measured low (mA)」には、これから入力する電

　　流値が表示されます。

　　レンジ下限値の校正を行います。

　　「Expected low (mA)」には、校正する値 4 mAが表

　　示されています。

　　電流発生器より 4 mAを出力させます。

　　「Measured low (mA)」に、その値が表示されます。

　　値が安定したことを確認し、[Enter キー ] を押して    

　　ください。

　　[Enter キー ] を押すと、レンジ下限値の校正が完了

　　します。
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　　続いて、アナログ入力のレンジ上限値を校正します。

　　「Expected high (mA)」には、校正する値を入力し

　　てください。

　　「Measured high (mA)」には、これから入力する電

　　流値が表示されます。

　　レンジ上限値の校正を行います。

　　「Expected high (mA)」には、校正する値 16 mA が

　　表示されています。

　　電流発生器より 16 mA を出力させます。

　　「Measured high (mA)」にその値が表示されますの

　　で、値が安定したことを確認後、[Enter キー ] を押

　　してください。

　　[Enter キー ] を押すと、レンジ上限値の校正が完了

　　します。

　　校正した値の確認は、右図の画面が表示されている

　　ときに、電流発生器にて 4 mA、 20 mA などを入力

　　後に、正しい値が表示されるか確認してください。

　　( 例として、Channel 1 に 20mAの電流を入力した

　　時の状態を示します。）

<Digital Output の設定 >

　「Digital Output」を選択して、[Enter キー」を押して

　ください。
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　右図に示すような設定項目が表示されます。

　設定したい項目を選択し、[Enter キー」を押してく　

　ださい。

　・Channel 1-Warnings： Warning の設定値を設定・

　　変更することが可能です。

　・Channel 2-Faults： Fault の設定値を設定・変更す

　　ることが可能です。

　・Channel 3-User Alarm： User Alarm 設定値を設定・

　　変更することが可能です。

　　(User Alarm として、ガス濃度または透過率の上限・

　　下限値アラーム、もしくは校正 /バリデーション　

　　実施中の有無をDO信号として、設定可能です。）

　・Field Loop Check：デジタル出力のフィールドルー

　　プチェック（出力確認）が可能です。

●「Channel 1- Warnings」の設定値変更

　　それぞれのWarnings に対して、発生する条件を設　　定することが可能です。

　　各Warnings の詳細な説明については、6.1 節「警  

　　告 (Warning) を参照してください。

注　意

Warnings の条件設定は重要な設定のため当社サポートによる調整以外は実施しないでください。

　　(1) Detector signal low：生検出器信号の値が設定 した下限値よりも低下していることを示しま 

　　　  す。 

　　(2) Transmission low：透過率が設定値よりも低下していることを示します。

　　(3) Spectrum noise high： スペクトルのノイズが大きいことを示します。

　　　 これは、工場設定のみですので調整不可です。

　　(4) Process pressure out of range：プロセスガス圧力値がアラーム設定値を超えたことを示  

　　　 しています

   　(5) Process temperature out of range：プロセスガス温度がアラーム設定値を超えたことを示

　　　 しています。

　   (6) Concentration out of range：プロセスガス濃度がアラーム設定値を超えたことを示して

　　　  います。

　　(7) Board temperature out of range：基板温度がアラーム設定値を超えたことを示しています。

　　(8) DO-Warning Delay：非常に短期間のプロセス挙動で単発的に発生するアラームを防ぐた

　　　  めに、そのアラームが有効になる前に、若干の遅れを持たせる機能が設定できます。
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　(1) Detector signal low

　　「Detector signal low」を選択し、[Enter キー ] を押

　　すと、右図に示す画面が表示されます。

　　「Current value (V)」に、現在の閾値が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value (V)」に数値を入力

　　して、[Enter キー ] を押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　(2)Transmission low

　　「Transmission low」を選択し、[Enter キー ] を押

　　してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value (%)」に現在の閾値が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value (%)」に数値を入力

　　し、[Enter キー ] を押してください。

　(3)Spectrum noise high

　　「Spectrum noise high」を選択し、[Enter キー ] を

　　押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value」に現在の閾値が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力し、

　　[Enter キー ] を押してください。
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　(4)Process pressure out of range

　　「Process pressure out of range」を選択し、[Enter

　　キー ] を押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value (kPa)」に現在の閾値 ( 下限値 ) が表

　　示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(kPa)」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　次に、「Current value (kPa)」に現在の閾値 ( 上限値 )

　　が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(kPa)」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　(5)Process temperature out of range

　　「Process temperature out of range」を選択し、　　

　　[Enter キー ] を押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value (℃ )」に現在の閾値 ( 下限値 ) が表

　　示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(℃ )」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

  　 なお、変更の必要がない場合は、「Current value」　

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　　次に、「Current value (℃ )」に現在の閾値 ( 上限値 )

　　が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(℃ )」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　(6)Concentration out of range

　　「Concentration out of range」を選択し、[Enter　

　　キー ] を押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value (%)」に現在の閾値 ( 下限値 ) が表示

　　されます。

　　変更が必要な場合、「New value(%)」に数値を入力

　　し、[Enter キー ] を押してください。

  　  なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　 と同じ値を入力し、[Enterキー ]を押してください。

　　次に、「Current value (%)」に現在の閾値 ( 上限値 )

　　が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(%)」に数値を入力

　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　(7)Board temperature out of range

　　「Board temperatureout of range」を選択し、[Enter

　　キー ] を押してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value (℃ )」に現在の閾値 ( 下限値 ) が表

　　示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(℃ )」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　次に、「Current value (℃ )」に現在の閾値 ( 上限値 )

　　が表示されます。

　　変更が必要な場合、「New value(℃ )」に数値を入

　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　(8)DO-Warning Delay

　　「DO-Warning Delay」を選択し、[Enter キー ] を押

　　してください。

　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　「Current value」に現在の遅れ（Updates）が表示

　　されます。

　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力し、

　　[Enter キー ] を押してください。

　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　

　　遅れの必要がない場合は、"0" を「New value」に

　　入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　・「Channel 2- Faults」の設定値変更

　　それぞれの Faults に対して、発生する条件を設定

　　することが可能です。  

　　各 Faults の詳細な説明については、6.2 節「故障 

　　(Fault)」を参照してください。  

　　Faults は正しく測定を続けることができないことを

　　示し、分析計が使用可能ではなく、メンテナンス

　　を要することを示しています。 

注　意

Faults の条件設定は重要な設定なため不適切な設定を行った場合、分析計を故障させる危険性が
ありますので、当社サポートによる調整以外は実施しないでください。

　　(1) Laser temperature out of range：レーザ温度が

　　　  使用範囲外で駆動していることを示しています。

　　(2) Detector signal high：受光部信号が設定値より

　　　  も上昇していることを示しています。 

　　(3) Detector signal lost： 受光部信号でほとんど信  

　　　  号を受信していないことを示しています。 

       (4) Measurement peak no response：吸収スペクト

　　　  ルのピークがない状態を示しています。   

　　(5) Peak center out of range：吸収スペクトルの中

　　　  心位置が設定範囲を超えたことを示しています。

　　（6) Validation failure：お客様が設定された最適な

　　　   Validation 合否判定基準範囲を超えたことを示   

             しています。  

　　(7) DO-Faulet Deley：非常に短期間のプロセス挙動

            で単発的に発生するアラームを防ぐため に、そ                  

            のアラームが有効になる前に若干の遅れを持た             

            せる機能が設定できます。

　　(1) Laser temperature out of range

　　　「Laser temperature out of range」を選択し、　　

　　　[Enter キー ] を押すと右図に示す画面が表示され

　　　ます。

　　　まず、レーザ温度の下限値から設定していきます。

　　　「Current value (℃ )」に現在の閾値が表示されす。

　　　変更が必要な場合、「New value (℃ )」に数値を

　　　入力して、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）
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　　　続いて、レーザ温度の上限値を設定します。

　　　「Current value (℃ )」に現在の閾値が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value (℃ )」に数値を

　　　入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current 　　

　　　value」と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押し

　　　てください。

　　(2) Detector signal high

　　　「Detector signal high 」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　 「Current value(V)」に現在の閾値が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value(V)」に数値を入

　　　力し、  [Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　(3) Detector signal lost

　　　「Detector signal lost」を選択して [Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　「Current value (V)」に現在の閾値が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value(V)」に数値を入

　　　力して、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current 　　

　　　value」と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押し

　　　てください。
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　　(4) Measurement peak no response

　　　「Measurement peak no response」を選択し、　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　「Current value」に、現在の閾値が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　　この Fault の機能を使用しない場合は、"-1" を入

　　　力し、[Enter キー ] を押してください。
　　  （ただし、当社了承のもと実施してください。）

　　　例として、右図は 5時間応答がない場合、Fault

　　　を出力するように設定しています。

　　(5)Peak center out of range

　　　「Peak center out of range」を選択し、[Enter　

　　　キー ] を押してください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　「Current value」に現在の閾値 ( ピーク中心の範

　　　囲 ) が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current 　　

　　　value」と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押し

　　　てください。
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　　(6) Validation failure

　　　「Validation failure」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　しください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　まず、Validation 合否判定基準値の設定を行います。

　　　「Current value (%)」に現在の基準値 (Relative %)

　　　が表示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value(%)」に数値を入

　　　力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　　次に、Validation のガス濃度の基準値を、「Current 

　　　value」に入力します。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　(7) DO-Fault Delay

　　　「DO-Falult Delay」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　（本項目は設定変更しないでください。）

　　　「Current value」に現在の遅れ（Updates）が表

　　　示されます。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」　

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　もし、遅れの必要がない場合は、"0" を「New 

　　　value」に入れ、[Enter キー ] を押してください。
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・「Channel 3- User Alarm」の設定値変更

　User Alarm として、お客様がアラームの条件を設定

　し、その条件を満たさない場合、DO出力としてご使

　用いただくことが可能です。

　また、Validation 中もしくは、校正中にDO出力を出

　力させることも可能です。

　User Alarm としては、以下の項目があります。

　　(1) Concentration (Low/High)：濃度指示値の下限

　　　  / 上限のアラーム設定が可能です。

　　(2) Transmission (Low/High)：透過率の下限 /上限

　　　  のアラーム設定が可能です。

　　(3) Val/Cal： Validation 中または Calibration 中に

　　　  接点出力を出力可能です。
　※注：これらの中でいずれかの 1つのみ設定できます。

　　(1) Concentration (Low/High) Alarm

　　　「Concentration」を選択し、[Enterキー ]を押すと、

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でトグルスイッチを

　　　操作し、Low/High アラームの設定を行います。

　　　数字が表示されている（右図上では「0.0」）欄に

　　　アラームの設定値（閾値）が表示されます。

　　　適切な値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　　（値を消す場合は、[ ←キー (Back Space キー）] を

　　　使用してください。）
　　※注：LowまたはHigh のどちらか一方しか設定できません。

　　　続いて、DO出力の遅れを設定します。

　　　「Current value」に現在の遅れ (Updates) が表示  

　　　されます。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

  　　 なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　　遅れの必要がない場合は、"0" を「New value」　

　　　に入れ、[Enter キー ] を押してください。

<Low設定時＞

<High 設定時＞
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　　(2) Transmission (Low/High) Alarm

　　　「Transmission」を選択して [Enter キー ] を押し

　　　てください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でトグルスイッチを

　　　操 作し、Low/High アラームの設定を行います。

　　　数字が表示されている（右図上では「0.0」）欄に

　　　アラームの設定値（閾値）が表示されます。

　　　適切な値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　（値を消す場合は、[ ←キー (Back Space キー）]

　　　を使用してください。）
　　※注：LowまたはHigh のどちらか一方しか設定できません。

　　　続いて、DO出力の遅れを設定します。

　　　「Current value」に現在の遅れ（Update）が表示

　　　されます。

　　　変更が必要な場合、「New value」に数値を入力

　　　し、[Enter キー ] を押してください。

　　　なお、変更の必要がない場合は、「Current value」

　　　と同じ値を入力し、[Enter キー ] を押してくださ

　　　い。

　　　遅れの必要がない場合は、"0" を「New value」に    

　　　入力し、[Enter キー ] を押してください。

＜Low設定時＞

＜High 設定時＞
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　　(3) Val/Cal

　　　「Val/Cal」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。

　　　Validation 中もしくは、Calibration 中に DO出力

　　　が出力されます。

・「Field Loop Check」

　DO出力の「Field Loop Check」機能を使用すること

　により、DO出力の各 Channel に対して正しく出力さ

　れるか、確認することが可能です。

　「Field Loop Check」を選択し、[Enter キー ] を押すと

　右図の画面が表示になります。

　CH1～ CH3 のそれぞれの CHに対して出力確認が可

　能です。

　　(1) CH1- Concentration

　　(2) CH2- Transmission

　　(3) CH3- Val/Cal

　それぞれの Channel を選択し、[Enter キー ] を押すと

　右図に示す画面が表示されます。

　[ ↑キー ] なたは [ ↓キー ] で ON/OFF を選択し、該

　当する Channel から出力されているか、確認してく

　ださい。

　（CH2、CH3に対しても同様の手順で確認できます。）
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<Digital Input の確認 >

　「Digital Input」を選択し、[Enter キー」を押してく

　ださい。

　右図に示す画面が表示されます。

　各ChannelのDI信号の状態を確認することができます。

4-1-7.「System」

 　「System」を選択し、[Enter キー ] を押すと、以下の

　パラメータの設定を変更・設定することが可能です。

   
   (1) Password：「Advanced Menu」へのアクセスパス

　　 ワードを変更可能です。

   (2) Date & Time：分析計の日付と時間を変更するこ

　　 とができます

   (3) TCP/IP：イーサネット通信のために IP アドレス 

　　 を変更することが可能です。

   (4) Adjustable Resistors：現場で検出器ゲインを変更

　　 した場合、設定値を変更する必要があります。

　　 これらの値は内部データに保存されます。
※注：その他のパラメータについては、確認することができますが、  
   変更することはできません。

　　・Analyzer S/N：  表示のみ

　　・Laser S/N：  表示のみ

　　・Software Version： 表示のみ

　　 ・System Temperature：表示のみ

　　・Reseal Image：  サービス専用
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<Analyzer S/N の確認 >

　「Analyzer S/N」を選択し、[Enter キー」を押すと右

　図に示す画面が表示されます。

　分析計の S/N を確認する場合、この画面で確認する

　ことが可能です。

<Laser S/N の確認 >

　「Laser S/N」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　右図に示す画面が表示されます。

　使用しているレーザの S/N を確認する場合、この画

　面で確認することが可能です。

<Password の設定・確認 >

　「Password」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　Password を変更する場合は、ここから設定してくだ

　さい。

　「Old Password」に現在使用しているパスワードを入

　力してください。

　 Default Password は [1234] です。
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　例として [1234] と入力します。

　「New Password」欄に新しい Password を入力してく

　ださい。

　入力した新しい Password が間違っていないか確認す

　るため、「Confirm New Password」に同じ Password

　を入力してください。

　入力後、[Enter キー ] を押すと Password 変更が完了

　します。
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<Software Version の確認 >

　「Software Version」を選択し、[Enter キー ] を押して

　ください。

　右図に示す画面が表示されます。

　使用している Software の Version と Build を、この

　画面で確認することが可能です。

<Date & Time の設定・確認 >

　「Date & Time」を選択し、[Enter キー」を押してく

　ださい。

　日付・時間を変更する場合、ここから設定してくだ

　さい。

　「Current Date」に現在の時間が表示されます。

　まず、日付の変更を行います。

　変更が必要な場合、「New Date」に変更後の日付を入

　力してください。（MM-DD-YYYY)

　（例：2012年 04月 09日の場合、"04092012" と入力）

　変更の必要がない場合、同じ日付を「New Date」に

　入力してください。

　例として [04092012] と入力してください。
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　次に、時間の設定を行います。

　「Current Time」に現在の時刻が表示されています。

　変更が必要な場合、「New Time」に変更後の時間を

　入力してください。(HH:MM:SS)

　（例：12 時 52 分：00 秒の場合、125200 と入力し

　ます。）

　
　変更の必要がない場合、同じ時間を「New Time」に

　入力してください。

<System Temperature の確認 >

　「System Temperature」を選択し、[Enter キー」を押

　してください。

　右図に示す画面が表示されます。

　現時点の発光部内 (Launch Unit) の温度と、受光部内

　(Detect Unit）の温度が表示されます。

<TCP/IP の設定・確認 >

注　意

本設定を本体外部の PC・ネットワークから変更すると、ネットワーク全体に障害を与えたり、

外部から TDLS の操作 /確認が出来なくなる可能性があります。

本設定の変更は当社サービスにご依頼ください。

　「TCP/IP」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　イーサネット通信のために分析計の IP アドレス変更

　を実施する場合、ここから設定を行います。

　（本設定の変更は当社サービスへご連絡ください。）
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<Adjustable Resistors の設定・確認 >

本機能に関しては、当社サービス対応事項ですので、　

変更はできません。

　受光部のゲインを現場で変更したい場合、ここから

　設定を行います。

　「Adjustable Resistors」を選択し、[Enter キー」を押

　してください。

　[Enter キー ] を押すと、右図の画面が表示されます。

　　・Laser ゲイン：変更不可

　　・Detect - R21：変更可能

　　・Detect - R22：変更可能

　　・Detect - R23：変更可能

　変更する必要があるゲインのみ、設定を変更します。

　例として、R21 のゲインを変更後、設定を変更する

　方法を以下に示します（変更方法は R22、R23 も同

　様です）。

　「Detect -R21」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　さい。
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　「Current (Kohm)」に、現在のゲイン設定が表示され

　ています。 (Kohm: ｋΩ）

　変更が必要な場合「New (Kohm)」欄に、変更後の　

　R21 のゲイン抵抗を入力してください。

　（例：0.4kohmの場合、"0.4" と入力します。）

　変更の必要がない場合、同じゲイン抵抗を「New 　

　(Kohm)」欄に入力してください。

　例として [0.4] と入力します。

　[Enter キー ] を押すと設定が完了します。

<Reseal Image について >

　本機能に関しては、当社サービス対応事項ですので

　確認・変更はできません。

4-1-8.「Valve Control」

　通常、フローセルを使用するようなオフラインアプ

　リケーションや、オンラインバリデーションガスを

　手動で導入するときに設定します。

　 「Valve Control」を選択して、[Enter キー ] を押すと、

　Valve1～ 3の設定および変更をすることが可能です。
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　設定例として、Valve1 の設定内容について示します。

　（Valve2、Valve3 についても同様の設定方法です。）

　「Valve1」を選択し、[Enter キー ] を押すと以下の設

　定が可能です。

　　・Manual

　　・Time Sequence

　　・Remote Control
　※バルブの設定が重複した場合は、エラーメッセージが表示さ

れますので、別の Channel、Valve などを選択してください。

<Manual 設定 >

　「Manual」を選択し、[Enter キー」を押すと、右図に

　示すようなON-OFF トグルスイッチが表示されます。

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で Valve1 を ON、または

　OFF にすることができます。

　[Enter キー ] にて決定します。

<Time Sequence 設定 >

　「Time Sequence」を選択し、[Enter キー」を押して

　ください。

　次に、使用するValve を選択します。
　※現在使用しているバルブ（例：Valve 1）以外のバルブしか設

定できません。

　例として Valve 2 を選択します。（Valve 3 も選択可

　能です。）

　この時、下の欄にそのValveをONにしておく時間(分

　単位）を入力します。（例として、3分間の設定にし  

    ます。）
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<Remote Control 設定 >

　「Remote Control」を選択し、[Enter キー」を押して

　ください。

　本設定は、Valve を Remote control する D/I Channel

　を選択します。

　（Valve 1、Valve 2、Valve 3 それぞれ設定可能）

　Remote control する Channel を選択します。
（注）選択できない場合は他のバルブ設定状態をご確認ください。

　例として、Channel 1 を選択します。

　[Enter キー ] で決定します。

4-1-9.「Signal Processing」

　設定変更できません。

4-1-10.「Laser Spectra & Control」

　「Laser Spectra & Control」を選択し、[Enter キー ] を

　押すと、受光部生信号、吸収スペクトル、ガス濃度、

　ガス温度、ガス圧力、透過率、レーザ温度、吸収ピー

　ク中心位置、吸収ピーク幅などを表示します。
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　右図が Laser Spectra & Control の画面です。

　この画面では、以下の項目が同時に確認できます。

　　・受光部生信号

　　・吸収スペクトル

　　・ガス濃度

　　・ガス温度

　　・ガス圧力

　　・透過率

　　・レーザ温度

　　・吸収ピーク中心位置

　　・吸収ピーク幅

　　・レーザ温度設定

　また、以下の項目設定・保存などが可能です。

　　(1) Control Mode：レーザの制御モード（Auto/Manual）変更

　　　 Automatic（吸収ピーク中心位置を設定値として、吸収ピークを中心に保持するためにレー

　　　ザ温度が制御される）または、Manual（内蔵レーザ温度センサでレーザ温度を制御する）

　　　のどちらかを選択することが可能です。

　　　当社のサポートなしで変更すると、正しく動作しない可能性があります。

　　    変更が必要な場合は、当社にご連絡ください。

　　(2) LTS( Laser Temp Setpoint）：レーザ温度設定値の変更

　　　 レーザ温度設定値を変更することができます。

　　　 当社のサポートなしで変更すると、正しく動作しない可能性があります。

　　　 変更が必要な場合は、当社にご連絡ください。

　　(3) LTSP Limits：LTSP（レーザ温度設定値）に対する設定保護限界値の変更

　　　 このパラメータは、当社工場出荷時に設定されるため、変更する必要はありません。

　　　 変更が必要な場合は、当社にご連絡ください。

　　(4) Max. Current：レーザ電流制御の最大点の設定

　　　 このパラメータは、当社工場出荷時に設定されるため、変更する必要はありません。

　　　 変更が必要な場合は、当社にご連絡ください。

   　 (5) Capture：手動スペクトル取得

　　　 ファイル名を設定し、手動でスペクトルを取得することが可能です。

　　(6) Fast Update：アライメント調整のために一時的に更新周期を早める設定

　　　 有効にすると更新周期が約 1/2 になります。また、変更後 30分経過すると、元の更新　

　　  　周期に戻ります。
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<Capture 機能 >

　「Capture」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　[Enter キー ] を押すと、右図に示すような画面が表示

　されます。

　空欄にファイル名を入力し、[Enter キー ] を押すとス

　ペクトルが手動で収集できます。

注　意

ファイル名は数字 8桁まで入力可能です。

シリアル番号固有データエクスポートフォルダに「ファ

イル名 .cap」で保管されます。

同じファイル名を指定すると、上書きされますのでご
注意ください。    
また 9文字以上では無視され保存されません。
いずれも警告は出ませんのでご注意ください。

<Fast Update 機能 >

　「Fast Update」を選択し、[Enter キー」を押してくだ

　さい。

　[Enter キー ] を押すと、右図に示すような画面が表示

　されます。

　[↑キー ]または [↓キー ]でトグルスイッチを操作し、

　Fast Update 機能の有効 (Enable)/ 無効 (Disable) を選

　択します。

　有効にすると更新周期が約 1/2 になります。

　また、変更後 30分経過すると元の更新周期に戻りま

　す。

　Fast Update 機能を有効にし、アライメント調整作業

　が終了した後、本機能を無効 (Disable) に戻してくだ

　さい。
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4-2.「Calibrate & Validate」

　ここでは、分析計の校正・バリデーションの実施、各

　種設定ができます。

　「Advanced Menu」で「Calibrate & Validate」を選択

　すると右図の画面が表示されます。

　ここでは、以下の項目について設定・確認ができます。 

　該当する項目を [ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、

　[Enter キー ] で決定します。

　・「Offl ine Calibrations」：ゼロ校正、ゼロオフセット、

　　スパン校正、透過率設定等が実施・設定できます。

　・「Offl ine Validations」：チェックガスの手動バリデー

　　ション、自動バリデーションの設定ができます。

　・「Online Validations」：手動バリデーション、自動

　　バリデーションの設定ができます。

　・「Clear Validation Alarms」：分析計が正常に稼働し

　　ていることが確認済みの場合のみ、この機能でア

　　ラームを消すことができます。

4-2-1.「Offl ine Calibrations」

　「Offline Calibrations] を選択し、[Enter キー ] を押す

　と右図の画面が表示されます。

　　(1) Zero Calibration：手動または自動ゼロ校正を実

　　　  施します。

　　(2) Zero Offset：濃度オフセット値を設定します。

　　(3) Span Calibration：手動または自動スパン校正を

　　　  実施します。

　　(4) Transmission：透過率値を設定をします。

　　(5) Dark Current：当社工場出荷時に調整するため、   

　　　  設定不可です。

　　(6) Peak Search：当社工場出荷時に調整するため、

　　　  設定不可です。
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　(1) Zero Calibration

 　　「Zero Calibration」を選択し、[Enter キー ] を押す

　　と、右図の画面が表示されます。

　　　・Manual：  手動ゼロ校正を実施します。

　　　・Automatic： 自動ゼロ校正を実施します。

　　　・Restore：  過去のゼロ校正の状態に修復さ

　　　　  せます。

　　　　　　　　　  直前のゼロ校正の状態もしくは 

  工場出荷時のゼロ校正の状態に

　　　　　　　　　  修復することが可能です。
　　　※注：ゼロ校正作業中は分析計にはN2 パージを行ってください。

<Manual：手動ゼロ校正の実施 >

　「Manual」を選択し、[Enter キー」を押します。

　以下の手順で、ゼロ校正を実施します。

　　(1)校正セル内部（および分析計内部）にN2ガスパー

　　　  ジを行ってください。

　　　  この状態で少なくとも 10 分間は、その状態を

　　　  保持してください。

　　(2) 10 分間経過後、右図の画面中の指示値が少なく

　　　  とも 1分間安定することを確認してください。

　　(3) 指示値が安定したことを確認後、[9 ボタン ] を

　　　  押すとゼロ校正が始まります。

　　　  キャンセルする場合は、[Esc キー ] を押してく

　　　  ださい。

　　　  完了すると画面が切り替わります。
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<Automatic：自動ゼロ校正の実施 >

　「Automatic」を選択し、[Enter キー」を押します。

　自動ゼロ校正では以下の方法があります。

　　・Local Initiate：この場 ( 状態 ) で自動ゼロ校正が

　　　開始されます。

　　・Remote Initiate：遠隔操作により、自動ゼロ校正

　　　が開始されます。

　　・Time Initiate：時間を設定し、自動ゼロ校正を開

　　　始します。

　　・Settings：ゼロ校正のための各種設定を行います。

　　・Local Initiate

　　　「Local Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押す

　　　と右図の画面が表示されます。ここで、[9ボタン ]

　　　を押すと自動ゼロ校正が開始されます。

　　　完了すると画面が切り替わります。

　　　※注： Local Initiate を実施する前に、必ず分析計内部と校
　　　　正セル、もしくはフローセル内が　最低 10 分以上、
　　　　N2 パージされている状態であることを確認してくだ
　　　　さい。

　　・Remote Initiate

　　　「Remote Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　遠隔操作する Channel を選択します。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で Channel 1 ～ 3 の

　　　中から遠隔操作する Channel を選択してくださ

　　　い。
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　　・Time Initiate

　　　「Time Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押し

　　　てください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　以下の中からゼロ校正を開始する時間を、選択

　　　してください。

　　　・Once every day：1日に 1回実施         

 →実施時間を設定します。

　　　・Once every week：1週間に 1回実施　　　　

　　　　 →実施曜日、時間を設定します。

　　　・Once every 2 weeks：2週間に 1回実施　　　

　　　　 →実施曜日、時間を設定します。

　　　・Once every 4 weeks：4週間に 1回実施　　　

　　　 →実施曜日、時間を設定します。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択して、[Enter

　　　　キー ] で決定します。

　　・Once every day の設定

　　　「Once every day」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定時間が入力されて

　　　いますので、変更する場合は「New」欄に

　　　"hhmm" の順に数字を入力してください。

　　　例として、21:00 にゼロ校正を実施するように、

　　　設定してください。
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　　・Once every week の設定

　　　「Once every week」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されていますので変更する場合は、「New」欄

　　　に "dhhmm" の順に数字を入力してください。 

 

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、月曜の 21:00 にゼロ校正を実施するように設定します。

　　　"12100" を New欄に入力します。

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。
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　　・Once every 2 weeks の設定

　　　「Once every 2 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されていますので、変更する場合は、「New」　

　　　欄に "dhhmm" の順に数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、水曜の 21:00 にゼロ校正を実施するように設定します。

　　　"32100" を New欄に入力します

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。
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　　・Once every 4 weeks の設定

　　　「Once every 4 weeks」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。 
 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されていますので、変更する場合は「New」欄

　　　に "dhhmm" の順に数字を入力してください。 

 

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday：水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、金曜の 21:00 にゼロ校正を実施するように設定します。  

　　　"52100" を New欄に入力します。  

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。
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　　・Settings

　　　「Settings」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ここでは Auto Calibration 実施のために、以下の

　　　項目を設定できます。

　　　・「Valve Selection」：自動校正に使用するバルブ

　　　　を設定します。

　　　・「Zero Gas Purge Time」：ゼロガス (N2) をパー

　　　　ジする時間を設定します。

　　　・「Process Gas Purge Time」：プロセスガスをパー

　　　　ジする時間を設定します。

　　　・「Analog Output Mode」：自動校正中のアナロ

　　　　グ出力のモードを設定します。

　　　・「Valve Selection」

　　　　「Valve Selection」を選択すると、右図の画面

　　　　が表示されます。

　　　　自動ゼロ校正に使用するバルブを選択し、　　

　　　　[Enter キー ] を押してください。
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　　　・「Zero Gas Purge Time」

　　　　「Zero Gas Purge Time」を選択し、[Enter　　

　　　　キー ] を押してください。

　　　　ゼロ校正前のゼロガス (N2 ガス ) をパージする

　　　　時間に設定します。

　　　　ゼロガスを流す流量、容積を考慮し、校正す

　　　　る領域が十分にゼロガスで満たされる時間を

　　　　入力してください。
　　　　※注：時間が不足すると、ゼロ点が正しく校正できず、　

　　　　　分析計の指示値に影響を与える可能性があります。

　　　　例として、ゼロガスパージ時間を 60秒と設定

　　　　します。

　　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されて

　　　　いるので、変更する場合は「New (s)」欄に最

　　　　適な時間を入力してください。

　　　　変更が必要ない場合は [Esc キー ] で前の画面

　　　　に戻るか、「Current (s)」に表示された数字と

　　　　同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　　さい。

　　　・「Process Gas Purge Time」

　　　　「Process Gas Purge Time」を選択し、[Enter

　　　　キー ] を押してください。

　　　　測定前のプロセスガスをパージする時間に設定

　　　　します。

　　　　プロセスガスを流す流量、容積を考慮し、時

　　　　間を設定してください。

　　　　例として、プロセスガスパージ時間を 60 秒と設定

　　　　 します。

　　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されて

　　　　いるので、変更する場合は「New (s)」欄に最

　　　　適な時間を入力してください。

　　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に戻るか、「Current (s)」に表示された数

　　　　字と同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　　　・「Analog Output Mode」

　　　　「Analog Output Mode」を選択し、[Enter キー ]

　　　　を押してください。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で "Block mode"、

　　　　"Track mode"、"Hold mode" から自動ゼロ校

　　　　正中のアナログ出力モードを設定します。

 
　　　　・Block：Calibration/Validation 中は、任意に

　　　　　設定したアナログ出力を出力します。 

　　　　・Track：Calibration/Validation 中も測定値

　　　　　を、アナログ出力として出力します。 

　　　　・Hold：Calibration/Validation が終了するま

　　　　　で、現在のアナログ出力値を出力します。

　　　　右図は Track mode 設定時の画面を示します。 
　　　　※注：アナログ出力の Channel 2 は、常時 Track mode です。
　　　　　　　この画面の設定は、反映されません。 

　　　　他の例として、Block mode 設定値の画面を示

　　　　します。

　　　　「Block mode」を設定すると、その下に数字入

　　　　力可能な欄が現れます。

　　　　この中に表示された値がアナログ入力値とし

　　　　て出力されるため、適宜変更してご使用ください。

　　　　一例として、3 mA出力させる場合 "3" を入力

　　　　し、[Enter キー ] を押して決定します。

　　　　右図は、Hold mode を設定した時の画面を示し

　　　　ます。
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<Restore：ゼロ校正ファイルの修復 >

　「Restore」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　右図に示す画面が表示されます。

　・[9 ボタン ] を押す：直前のゼロ校正の値に修復で

　　きます。

　・[8 ボタン ] を押す：当社工場出荷時のゼロ校正の

　　値に修復できます。

　・[Esc キー ] を押す：本機能（修復機能）がキャン　

　　セルされます。

(2) Zero Offset

 　「Zero Offset」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　さい。

　右図に示す画面が表示されます。

　「Current value(%)」に現在の zero offset の値が表示

　されます。

　この値を変更する場合、「New value (%)」に新たに設

　定する値を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　変更する必要がない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　戻るか、[Current value(%)] と同じ値を入力し、[Enter

　キー ] を押してください。

　例として、zero offset の値 "2" を入力した場合、右図

　のようになります。
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(3) Span Calibration

　「Span Calibration」を選択し、[Enter キー ] を押して

　ください。

　　・Manual： 手動スパン校正を実施します。

　　・Automatic： 自動スパン校正を実施します。

　　・Restore：  過去のスパン校正の状態に修復さ  

 せます。

 直前のスパン校正の状態もしくは 

 工場出荷時のスパン校正の状態に   

修復することが可能です。

 
※注： スパン校正作業中は分析計には N2 パージを行ってくださ           

　い。 
※注： スパン校正を実施する前に、必ず校正セルもしくはフロー

　セル内が最低 10分以上、スパンガスパージされている状態
　であることを確認してください。 

<Manual：手動スパン校正の実施 >
※注：スパン校正前に、直前の校正セル圧力と校正セル温度を記

　録してくだい。

　「Manual」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　以下の手順でスパン校正を実施します。

　　（1) 校正セル内部には、スパンガスパージを行って

　　　  ください。

　　　  また、分析計内部には、校正ガスパージを行っ

　　　  てください。

　　　  この状態で少なくとも 10 分間は、その状態を

　　　   保持してください。

　　(2) 右図に示す画面表示に従って必要な情報を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　  入力するパラメータは、以下のとおりです。

　　　　　・校正セル圧力 ( 直前の値） 

　　　　　・校正セル温度（直前の値） 

　　　　　・パス長 

　　　　　・スパンガス濃度（ボンベガス濃度） 

　　(2)-1 校正セル圧力値を入力します。 

　　　　例として、"101.325 kPa" を入力します。

　　　　[Enter キー ] を押すと、次のパラメータ入力に

　　　　移動します。
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　　(2)-2 校正セル温度を入力します。 

　　　　例として、"23℃ " を入力します。 

 
　　　　[Enter キー ] を押すと次のパラメータ入力に移

　　　　動します。

　　(2)-3 パス長を入力します。

　　　　例として、校正セルのパス長："72.6 cm" を入

　　　　力します。

　　　　[Enter キー ] を押すと次のパラメータ入力に移

　　　　動します。

　　(2)-4 スパンガスの種類と濃度を入力します。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でガスの種類を選

　　　　択し、空欄には、スパンガス濃度を入力し、　

　　　　[Enter キー ] を押してください。
　　　　(注）!none　は選択できません

　　　　例として、"O2 ガス "、"20.9%" を入力します。

　　　　[Enter キー ] を押すと右図に示す画面が表示され

　　　　ます。

　　　　スパンガスが十分に流れていること、および

　　　　表示されている濃度が十分に安定しているこ

　　　　とを確認後、[9 ボタン ] を押し、スパン校正

　　　　を実行します。

<Automatic：自動スパン校正の実施 >

　「Automatic」を選択し、[Enter キー」を押してくだ

　さい。
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　自動スパン校正では、以下の方法があります。

　・Local Initiate：この場 ( 状態 ) で自動スパン校正が

　　開始されます。

　・Remote Initiate：遠隔操作により自動スパン校正が  

　　開始されます。

　・Time Initiate：時間を設定し、自動スパン校正を開

　　始します。

　・Settings：スパン校正のための各種設定を行います。

　・Local Initiate

　　「Local Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押すと

　　右図の画面が表示されます。ここで、[9 ボタン ] を

　　押すと、自動スパン校正が開始されます。

　※注： Local Initiate を実施する前に必ず分析計内部を N2 パー   
　　 ジ、校正セルもしくはフローセル内がスパンガスで最低

　　　　10分以上パージされている状態であることを確認してく
　　ださい。

　・Remote Initiate

　　「Remote Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押し

　　　てください。

　　右図に示す画面が表示されます。

　　遠隔操作する Channel を選択します。

　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、Channel 1 ～ 3の中

　　から遠隔操作する「Channel」を選択してください。
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　・Time Initiate

　　「Time Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押してく

　　ださい。

　　右図に示す画面が表示されます。

　　以下の中からスパン校正を開始する時間を[↑キー ]、

　　または [ ↓キー ] で選択します。

　　・Once every day：1日に 1回実施

 　→実施時間を設定します。

 ・Once every week：1週間に 1回実施　

         →実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 2 weeks：2週間に 1回実施　

     →実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 4 weeks：4週間に 1回実施　

     →実施曜日、時間を設定します。

　　・Off：時間設定で自動スパン校正を実施しないを

　　　　　  選択し、[Enter キー ] で決定します。

　　・Once every day の設定

　　　「Once every day」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　スパン校正を開始する時間を入力します。

　　　「Current」欄には、現在の設定時間が入力されて

　　　います。変更する場合は、「New」欄に "hhmm"

　　　の順に数字を入力してください。

　　　例として、21:00 にゼロ校正を実施するように設

　　　定します。
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　　　設定した項目と実施される時間を確認します。

　　・Once every week の設定

　　　「Once every week」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　スパン校正を開始する曜日、時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されていますので、変更する場合は「New」欄

　　　に "dhhmm" の順に数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、水曜の 21:00 にゼロ校正を実施するように設定します。

　　　"32100" を New欄に入力します。



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-91
　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。

　　・Once every 2 weeks の設定

　　　「Once every 2 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が　

　　　入力されています。変更する場合は、「New」欄

　　　に "dhhmm" の順に数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。

 0 Sunday：   日曜

　　 1 Monday：   月曜

　 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、木曜の 21:00 にゼロ校正を実施するよ

　　　うに設定します。  

　　　"42100" を New欄に入力します。  

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。
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　　・Once every 4 weeks の設定

　　　「Once every 4 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　スパン校正を開始する曜日、時間を入力します。

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。 

　       なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、金曜の 21:00 にスパン校正を実施する

　　　ように設定します。  

　　　"52100" を New欄に入力します。  

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。

　・Settings

　　「Settings」を選択し、[Enter キー ] を押してください。
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　　右図に示す画面が表示されます。

 　   ここでは、Auto Calibration 実施のために以下の項

　　目を設定できます。

　　・「Span Gas Concentration」：自動スパン校正に使

　　　用するガス濃度を設定します。

　　・「Span Gas Pathlength」：スパンガスを流す光路

　　　長を設定します。

　　・「Span Gas Temperature」：スパンガス温度を設

　　　定します。

　　・「Span Gas Pressure」：スパンガス圧力を設定し

　　　ます。

　　・「Valve Selection」：自動スパン校正に使用するバルブを設定します。

　　・「Span Gas Purge Time」：スパンガスをパージする時間を設定します。

　　・「Process Gas Purge Time」：プロセスガスをパージする時間を設定します。

　　・「Analog Output Mode」：自動校正中のアナログ出力のモードを設定します。

　　・「Span Gas Concentration」

　　　「Span Gas Concentration」を選択すると、右図

　　　の画面が表示されます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でスパンガスを選択

　　　てください。

　　　また、下の欄にスパンガス濃度を入力し、[Enter

　　　キー ] を押してください。

　　・「Span Gas Pathlength」

　　　「Span Gas Pathlength」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　「Current (cm)」に、現在の光路長が表示されます。

　　　変更する必要がある場合、「New (cm)」に新たな

　　　光路長を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　変更の必要がない場合は、[Esc キー ] にて前の画

　　　面に戻るか、「Current (cm)」と同じ値を入力し、

　　　[Enter キー ] を入力してください。

　　　例として、"101.60cm" を入力します。
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　　・「Span Gas Temperature」

　　　「Span Gas Temperature」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　Process Temperature 設定が、"Active Input" もし

　　　くは "Active Ambient" の場合、右図に示す画面

　　　が表示されます。

　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　　Process Temperature 設定が "Fixed" の場合、右図

　　　に示す画面が表示されます。

　　　「Current (℃ )」に現在のスパンガス温度の設定

　　　値が表示されます。

　　　この設定値を変更する場合、「New (℃ )」に変更

　　　するスパンガス温度を入力し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　例として、スパンガス温度を 25℃に設定します。

　　・「Span Gas Pressure」

　　　「Span Gas Pressrue」を選択し、[Enter キー ] を

　　　押してください。

　　　Process Pressure 設定が、"Active Input" の場合、

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。
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　　　Process Pressure 設定が "Fixed" の場合、右図に

　　　示す画面が表示されます。

　　　「Current (kPa)」に現在のスパンガス圧力の設定

　　　値が表示されます。

　　　この設定値を変更する場合、「New (kPa)」に変

　　　更するスパンガス圧力を入力し、[Enter キー ] を

　　　押してください。

　　　例として、スパンガス圧力を "101.325 kPa" に

　　　設定します。

　　・「Valve Selection」

　　　「Valve Selection」を選択すると右図の画面が表

　　　示されます。

　　　自動スパン校正に使用するバルブを選択し、　　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　・「Span Gas Purge Time」

　　　「Span Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。
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　　　スパン校正前のスパンガスをパージする時間に設

　　　定します。

　　　スパンガスを流す流量、容積を考慮し、校正す

　　　る領域が十分にスパンガスで満たされる時間を

　　　入力してください。
　　　※注：時間が不足すると、スパン点が正しく校正できず、　

　　　　分析計の指示値に影響を与える可能性があります。

　　　例として、スパンガスパージ時間を 60秒に設定し

　　　ます。現在の設定時間が「Current (s)」に表示さ

　　　れています。変更する場合は、「New (s)」欄に最

　　　適な時間を、入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　　　戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同じ

　　　数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　・「Process Gas Purge Time」

　　　「Process Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　測定前のプロセスガスをパージする時間に設定し

　　　ます。

　　　プロセスガスを流す流量、容積を考慮し、時間

　　　を設定してください。

　　　例として、プロセスガスパージ時間を 60秒に設

　　　定します。

　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されてい

　　　ます。変更する場合は、「New (s)」欄に最適な時

　　　間を入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　　　戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。
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　　・「Analog Output Mode」

　　　「Analog Output Mode」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押します。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、"Block mode"、

　　　"Track mode"、"Hold mode" から、自動スパン校

　　　正中のアナログ出力モードを設定します。

　　　・Block：Calibration/Validation 中は任意に設定

　　　　したアナログ出力を出力します。

　　　・Track：Calibration/Validation 中も測定値の値

　　　　をアナログ出力として出力します。

　　　・Hold：Calibration/Validation が終了するまで

　　　　現在のアナログ出力値を出力します。

　　　右図は Track mode 設定時の画面を示します。
　　　※注：アナログ出力の Channel 2 は常時 Track mode です。
　　　 　　  この画面の設定は反映されません。

　　　他の例として、Block mode 設定値の画面を示し

　　　ます。

　　　Block mode を設定すると、その下に数字入力可

　　　能な欄が現れます。

　　　この中に表示された値がアナログ入力値として

　　　出力されるため、適宜変更してご使用下さい。

　　　一例として、3.8 mA 出力させる場合、"3.8" を入

　　　力し、[Enter キー ] を押して決定します。

　
　　　右図は、Hold mode を設定した時の画面を示し

　　　ます。
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<Restore：ゼロ校正ファイルの修復 >

　「Restore」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　
　右図に示す画面が表示されます。

　・[9 ボタン ] を押す：直前のスパン校正の値に修復

　　できます。

　・[8 ボタン ] を押す：当社工場出荷時のスパン校正

　　の値に修復できます。

　・[Esc キー ] を押す：本機能（修復機能）がキャ　

　　ンセルされます。

　(4) Transmission

 　　「Transmission」を選択し、[Enter キー ] を押して

　　ください。

　右図に示す画面が表示されます。

　「Current transmission(%)」に現在の Transmission の

　値が表示されます。

　アライメント調整後に、Transmission が最大になる

　ところで、Transmission 校正を実施してください。

　その際、「New Transmission(%)」に "100" を入力し、

　[Enter キー ] を押してください。

　変更する必要がない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　戻ってください。

※注：アライメント調整が正しく行われない状態で Transmission
 　校正を実施すると、正しい Transmission 値が得られない可

　能性があります。
　　　必ず、アライメント調整実施後にも関わらず Transmission

　値が十分でない場合のみ、実施してください。
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　　(5) Dark Current

　　　  当社工場出荷時に調整するため、設定不可です。

　　(6) Peak Search

　　　  当社工場出荷時に調整するため、設定不可です。

4-2-2.「Offl ine Validations」

　「Offline Validations] を選択し、[Enter キー ] を押す

　と右図の画面が表示されます。

　　(1) Gas1 Validation：Gas1 に対して手動または、　

　　　  自動バリデーションを実施します。

　　(2) Gas2 Validation：Gas2 に対して手動または、　

　　　  自動バリデーションを実施します。

　　(3) Two Gas Validation：2 種類のガスの自動バリ

　　　  デーションを実施します。

　　(1) Gas1 Validation

 　　　「Gas1 Validation」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　すと、右図の画面が表示されます。

　　　・Manual： 　手動バリデーション校正を実施  

　　　　　　　　　　します。

　　　・Automatic：自動バリデーション校正を実施し

　　　　　　　　　　ます。 
 　　※注：作業中は分析計にN2 パージを行ってください。
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<Manual：手動バリデーションの実施 >

　「Manual」を選択し、[Enter キー」を押してください。 

　以下の手順で、バリデーションを実施します。

　　1) バリデーションセル内部にチェックガスパージ

　　　を行ってください。 

　　　この状態で少なくとも 10分間は、その状態を保

　　　持してください。 

　　　その他の分析計内部には、N2 パージを行ってく 

　　　ださい。

　　2) 右図の画面中の指示に従って、チェックガスの

　　　 パラメータを入力していきます。 

　　　　・バリデーションセル内部圧力 

　　　　・バリデーションセル内部温度 

　　　　・バリデーションセル内光路長 

　　　　・チェックガス種類、チェックガス濃度 

　　3) バリデーションの結果が表示されますので、再

　　　 度バリデーションが必要な場合は、上記手順で

　　　 再度実行してください。 

　バリデーション内部圧力を入力します。

　例として、"101.325 kPa" を入力し、[Enter キー ] を

　押してください。

　バリデーション内部温度を入力します。

　例として、” 23℃” を入力し、[Enter キー ] を押して

　ください。
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　バリデーション内光路長を入力します。

　例として” 10 cm” を入力し、[Enter キー ] を押します。

　チェックガスの種類を [ ↑キー ]、または [ ↓キー ] で

　選択します。

　空欄にはチェックガス濃度を入力します。

　[Enter キー ] を押して次の画面に進みます。

　チェックガスを流して十分に安定したことを確認後、

　[9 ボタン ] を押すとバリデーションが開始されます。

　キャンセルする場合は、[Esc キー ] を押してください。

<Automatic：自動バリデーションの実施 >

　「Automatic」を選択し、[Enterキー」を押してください。

　自動バリデーションには、以下の方法があります。

　・Local Initiate：この場 ( 状態 ) で自動バリデーショ

　　ンが開始されます。

　・Remote Initiate：遠隔操作により自動バリデーショ

　　ンが開始されます。

　・Time Initiate：時間を設定し、自動バリデーション

　　が開始されます。

　・Setting：自動バリデーションのための各種設定を

　　行います。
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　・Local Initiate

　　「Local Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押すと

　　右図の画面が表示されます。ここで、[9 ボタン ] を

　　押すと自動バリデーションが開始されます。

　※注： Local Initiateを実施する前に、必ず分析計内部にN2パージ、
バリデーションセル内にチェックガスが最低 10分以上、パー
ジされた状態であることを確認してください。

　・Remote Initiate

　　「Remote Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押し

　　てください。

　　右図に示す画面が表示されます。

　　遠隔操作する Channel を選択します。

　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で Channel 1 ～ 3 の中

　　から、遠隔操作する Channel を選択してください。

　・Time Initiate

　　「Time Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押してく

　　ださい。
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　右図に示す画面が表示されます。

　以下の中からバリデーション校正を開始する時間を

　選択します。

　　・Once every day：1日に 1回実施　　　　　　　 

 →実施時間を設定します。

　　・Once every week：1週間に 1回実施　       

　　　　　　　　　→実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 2 weeks：2週間に 1回実施　　　　

　　　　　　　　　→実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 4 weeks：4週間に 1回実施

 →実施曜日、時間を設定します。

　[ ↓キー ] または [ ↑キー ] で選択し、[Enter キー ] で決定します。

　　・Once every day の設定

　　　「Once every day」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　バリデーション校正を開始する時間を入力しま　

　　　す。

　　　「Current」欄には、現在の設定時間が入力されて

　　　います。変更する場合は、「New」欄に "hhmm"

　　　の順に数字を入力してください。

　　　例として、21:00 にバリデーション校正を実施す

　　　るように設定します。

　　・Once every week の設定

　　　「Once every week」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。
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　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　バリデーション校正を開始する曜日、時間を入力

　　　します。  

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、水曜の 21:00 にバリデーション校正を実施するように設定します。

　　　"32100" を New欄に入力します 

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。

　　・Once every 2 weeks の設定

　　　「Once every 2 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。
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　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。 

 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。

　　　変更する場合は、「New」欄に "dhhmm" の順に

　　　数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、木曜の 21:00 にバリデーション校正を実施するように設定します。  

　　　"42100" を New欄に入力します。 

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。

　　・Once every 4 weeks の設定

　　　「Once every 4 weeks」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。
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　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　バリデーション校正を開始する曜日、時間を入

　　　力します。 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。  

 　      なお、曜日の入力は、以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、金曜の 21:00 にバリデーション校正を実施するように設定します。

　　　"52100" を New欄に入力してください。

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。

　　・Settings

　　　「Settings」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。
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　　右図に示す画面が表示されます。

　　ここでは、Auto Validation 実施のために、以下の

　　項目を設定できます。

　　・「Check Gas Concentration」：自動バリデーショ

　　　ンに使用するチェックガス濃度を設定します。

　　・「Check Gas Pathlength」：チェックガスを流す光

　　　路長を設定します。

　　・「Check Gas Temperature」：チェックガス温度を

　　　設定します。

　　・「Check Gas Pressure」：チェックガス圧力を設定

　　　します。

　　・「Valve Selection」：自動バリデーションに使用するバルブを設定します。

　　・「Check Gas Purge Time」：チェックガスをパージする時間を設定します。

　　・「Process Gas Purge Time」：プロセスガスをパージする時間を設定します。

　　・「Analog Output Mode」：自動校正中のアナログ出力のモードを設定します。

　　・「Check Gas Concentration」

　　　「Check Gas Concentration」を選択すると右図の

　　　画面が表示されます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でチェックガスを選

　　　択してください。

　　　また、下の欄にチェックガス濃度を入力し、[Enter

　　　キー ] を押してください。

　

　　・「Check Gas Pathlength」

　　　「Check Gas Pathlength」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　「Current (cm)」に現在の光路長が表示されます。

　　　変更する必要がある場合、「New (cm)」に新たな

　　　光路長を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　変更の必要がない場合は、[Esc キー ] にて前の画

　　　面に戻るか、「Current (cm)」と同じ値を入力し、

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　例として、"101.60 cm" を入力します。
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　　・「Check Gas Temperature」

　　　「Check Gas Temperature」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　Process Temperature 設定が、"Active Input" もし

　　　くは、"Active Ambient" の場合、右図に示す画面

　　　が表示されます。

　　　[Esc キー ] で前の画面に、戻ってください。

　　　Process Temperature 設定が "Fixed" の場合、右図

　　　に示す画面が表示されます。

　　　「Current (℃ )」に、現在のスパンガス温度の設

　　　定値が、表示されます。

　　　この設定値を変更する場合、「New (℃ )」に変更

　　　するスパンガス温度を入力し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　例として、スパンガス温度を "26.67℃ " に設定し

　　　ます。
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　　・「Check Gas Pressure」

　　　「Check Gas Pressrue」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　Process Pressure 設定が "Active Input" の場合、

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　　Process Pressure 設定が "Fixed" の場合、右図に

　　　示す画面が表示されます。

　　　「Current (kPa)」に、現在のスパンガス圧力の設

　　　定値が表示されます。

　　　この設定値を変更する場合、「New (kPa)」に変

　　　更するスパンガス圧力を入力し、[Enter キー ] を

　　　押します。

　　　例として、スパンガス圧力を” 101.325 kPa” に

　　　設定します。

　　・「Valve Selection」

　　　「Valve Selection」を選択すると、右図の画面が

　　　表示されます。

　　　自動スパン校正に使用するバルブを選択し、　　

　　　[Enter キー ] を押してください。
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　　・「Check Gas Purge Time」

　　　「Check Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　自動バリデーション前のチェックガスを、パージ

　　　する時間に設定します。

　　　チェックガスを流す流量、容積を考慮し、校正

　　　する領域が十分にチェックガスで満たされる時

　　　間を入力してください。
　　※注：時間が不足すると、バリデーションが正しく実施できず、

　　 その判定に影響を与える可能性があります。

　　　例として、チェックガスパージ時間を 50秒と設

　　　定します。

　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されてい

　　　るので変更する場合は、「New (s)」欄に最適な時

　　　間を入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　　　戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同じ数

　　　字を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　・「Process Gas Purge Time」

　　　「Process Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　測定前のプロセスガスをパージする時間に設定し

　　　ます。

　　　プロセスガスを流す流量、容積を考慮し、時間

　　　を設定してください。

　　　例として、プロセスガスパージ時間を 45秒と設

　　　定します。

　　　現在の設定時間が、「Current (s)」に表示されて

　　　いいますので変更する場合は、「New (s)」欄に最

　　　適な時間を入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に戻るか、「Current (s)」に表示された数字

　　　と同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　　・「Analog Output Mode」

　　　「Analog Output Mode」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で "Block mode"、

　　　"Track mode"、"Hold mode" から２種類の自動

　　　バリデーション中のアナログ出力モードを設定

　　　します。

　　　・Block：Calibration/Validation 中は任意に設定

　　　　したアナログ出力を出力します。

　　　・Track：Calibration/Validation 中も測定値の値

　　　　をアナログ出力として出力します。

　　　・Hold：Calibration/Validation が終了するまで

　　　　現在のアナログ出力値を出力します。

　　　右図は Track mode 設定時の画面を示します。
　　※注：アナログ出力の Channel 2 は常時 Track mode です。
　　　　　この画面の設定は反映されません。

　　　他の例として、Block mode 設定値の画面を示し

　　　ます。

　　　「Block mode」を設定すると、その下に数字入力

　　　可能な欄が現れます。

　　　この中に表示された値がアナログ入力値とし　

　　　て出力されるため、適宜変更してご使用下さい。

　　　一例として 20mA 出力させる場合、"20.0" を入

　　　力し、[Enter キー ] を押して決定します。

　　　右図は、” Hold mode” を設定した時の画面を示し

　　　ます。
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　　(2) Gas2 Validation

 　　　２成分計の場合に、２成分のバリデーション設

　　　定用に用います。

　　　設定手順は、Gas1 Validation と同じです。

　　(3) Two Gas Validation

 　 　　「Two Gas Validation」を選択し、[Enter キー ]

　　　  を押すと、右図の画面が表示されます。
　　　※注：作業中は分析計にはN2 パージを行ってください。

　　・Local Initiate：この場 ( 状態 ) でバリデーション

　　　が開始されます。

　　・Remote Initiate：遠隔操作によりバリデーション

　　　が開始されます。

　　・Time Initiate：時間を設定し、バリデーションを

　　　開始します。

　　・Setting：バリデーションのための、各種設定を

　　　行います。

　　・Local Initiate、Remote Initiate、Time Initiate に

　　　ついては、Gas1、Gas2 と同じ手順で操作してく

　　　ださい。

　　右図に示すように、2種類のチェックガスによる

　　Offl ine Validation の結果は、同時に表示されます。

0.00%, 22.00%

22.17%, 22.27%

FAIL, PASS
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　　・Settings

　　　「Settings」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ここでは、Auto Validation 実施のために、以下

　　　の項目を設定できます。  

　　　・「Check Gas Concentration」：自動バリデーショ

　　　　ンに使用するチェックガス濃度を設定します。

　　　　(2 種類 )  

　　　・「Check Gas Pathlength」：チェックガスを流す

　　　　光路長を設定します。  

　　　・「Check Gas Temperature」：チェックガス温度

　　　　を設定します。  

　　　・「Check Gas Pressure」：チェックガス圧力を設定します。  

　　　・「Valve Selection」：自動バリデーションに使用するバルブを設定します。  

　　　・「Check Gas Purge Time」：チェックガスをパージする時間を設定します。  

　　　・「Process Gas Purge Time」：プロセスガスをパージする時間を設定します。  

　　　・「Analog Output Mode」：自動バリデーション中のアナログ出力のモードを設定します。

　　　・「Check Gas Concentration」

　　　　「Check Gas Concentration」を選択すると右図

　　　　の画面が表示されます。

　　　　この画面から 1種類目のチェックガスを選択

　　　　し、その濃度を入力します。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でチェックガスを

　　　　選択してください。

　　　　また、下の欄にチェックガス濃度を入力し、　

　　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　　次に 2種類目のチェックガスを選択し、その濃

　　　　度を入力します。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] でチェックガスを

　　　　選択してください。

　　　　また、下の欄にチェックガス濃度を入力し、　

　　　　[Enter キー ] を押してください。
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　　　・「Check Gas Pathlength」

　　　　「Check Gas Pathlength」を選択し、[Enter キー ]

　　　　を押してください。

　　　　「Current (cm)」に現在の光路長が表示されます。

　　　　変更する必要がある場合、「New (cm)」に新た

　　　　な光路長を入力し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　　さい。

　　　　変更の必要がない場合は、[Esc キー ] にて前の

　　　　画面に戻るか、「Current (cm)」と同じ値を入

　　　　力し、[Enter キー ] を入力してください。

　　　　例として、"101.60 cm" を入力してください。

　　　・「Check Gas Temperature」

　　　　「Check Gas Temperature」を選択し、[Enter　

　　　　キー ] を押してください。

　　　　Process Temperature 設定が "Active Input" もし

　　　　くは "Active Ambient" の場合、右図に示す画

　　　　面が表示されます。

　　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　　　Process Temperature 設定が "Fixed" の場合、

　　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　　「Current (℃ )」に現在のスパンガス温度の設

　　　　定値が表示されます。

　　　　この設定値を変更する場合、「New (℃ )」に変

　　　　更するスパンガス温度を入力し、[Enter キー ]

　　　　を押します。

　　　　例として、スパンガス温度を "25℃ " に設定し

　　　　ます。
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　　　・「Check Gas Pressure」

　　　　「Check Gas Pressrue」を選択し、[Enter キー ]

　　　　を押してください。

　　　　Process Pressure 設定が「Active Input」の場

　　　　合、右図に示す画面が表示されます。

　　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　　　Process Pressure 設定が "Fixed" の場合、右図

　　　　に示す画面が表示されます。

　　　　「Current (kPa)」に現在のスパンガス圧力の設

　　　　定値が表示されます。

　　　　この設定値を変更する場合、「New (kPa)」に

　　　　変更するスパンガス圧力を入力し、[Enterキー ]

　　　　を押します。

　　　　例として、スパンガス圧力を "101.325kPa" に

　　　　設定します。

　　　・「Valve Selection」

　　　　「Valve Selection」を選択すると右図の画面が

　　　　表示されます。

　　　　自動スパン校正に使用するバルブを選択し、　

　　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　　最初に 1種類目のチェックガスに対するバルブ

　　　　を選択します。

　　　　使用するバルブを選択し、[Enter キー ] を押し

　　　　てください。
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　　　　次に、2種類目のチェックガスに対するバルブ

　　　　を選択します。

　　　　使用するバルブを選択し、[Enter キー ] を押し

　　　　てください。

　　　・「Check Gas Purge Time」

　　　　「Check Gas Purge Time」を選択し、[Enterキー ]

　　　　を押してください。

　　　　自動バリデーション前のチェックガスをパージ

　　　　する時間に設定します。

　　　　チェックガスを流す流量、容積を考慮し、校

　　　　正する領域が十分にチェックガスで満たされ

　　　　る時間を、入力してください。
 　　　※注：時間が不足すると、バリデーションが正しく実施で

　　　　きず、その判定に影響を与える可能性があります。

　　　　最初に 1種類目のチェックガスに対するパー

　　　　ジ時間を設定します。

　　　　例として、チェックガスパージ時間を 60秒に設定します。

　　　　現在の設定時間が、「Current (s)」に表示されています。

　　　　変更する場合は、「New (s)」欄に最適な時間を入力してください。

　　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に戻るか、「Current (s)」に表示された数

　　　　字と同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　　次に、2種類目のチェックガスに対するパージ

　　　　時間を設定します。

　　　　例として、チェックガスパージ時間を 60秒に

　　　　設定します。

　　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されて

　　　　います。

　　　　変更する場合は、「New (s)」欄に最適な時間を

　　　　入力してください。

　　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面

　　　　に戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同

　　　　じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。
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　　　・「Process Gas Purge Time」

　　　　「Process Gas Purge Time」を選択し、[Enter　

　　　　キー ] を押してください。

　

　　　　測定前のプロセスガスをパージする時間に設定

　　　　します。

　　　　プロセスガスを流す流量、容積を考慮し、時

　　　　間を設定してください。

　　　　例として、プロセスガスパージ時間を 60 秒に

　　　　設定します。

　　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されて

　　　　いるます。変更する場合は、「New (s)」欄に最

　　　　適な時間を入力してください。

　　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面

　　　　に戻るか、「Current (s)」に表示された数字と

　　　　同じ数字を入力し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　　さい。

　　　・「Analog Output Mode」

　　　　「Analog Output Mode」を選択し、[Enter キー ]

　　　　を押してください。

　　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で「Block mode」、

　　　　「Track mode」、「Hold mode」から、2種類の

　　　　自動バリデーション中のアナログ出力モード

　　　　を設定します。

　　　　・Block：Calibration/Validation 中は任意に設

　　　　　定したアナログ出力を出力します。

　　　　・Track：Calibration/Validation 中も測定値の

　　　　　値を、アナログ出力として出力します。

　　　　・Hold：Calibration/Validation が終了するま

　　　　　で、現在のアナログ出力値を出力します。

　　　　右図は「Track mode」設定時の画面を示します。
　　　　※注：アナログ出力の Channel 2 は常時 Track mode です。
　　　　　　　この画面の設定は反映されません。
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　　　　他の例として、Block mode 設定値の画面を示

　　　　します。

　　　　Block mode を設定すると、その下に数字入力

　　　　可能な欄が現れます。

　　　　この中に表示された値がアナログ入力値とし　

　　　　て出力されるため、適宜変更してご使用くだ　

　　　　さい。

　　　　一例として、3.8 mA 出力させる場合、"3.8" を

　　　　入力し、　[Enter キー ] を押して決定します。

　　　　右図は、「Hold mode」を設定した時の画面を示し

　　　　ます。

　　　　「Advanced Menu」で「Calibrate & Validate」

　　　　を選択すると、右図の画面が表示されます。 

　　　　ここでは、以下の項目について設定・確認がで

　　　　きます。 

　　　　該当する項目を [ ↑キー ]、または [ ↓キー ]　

　　　　で選択し、[Enter キー ] で決定します。  

　　　・ 「Offline Calibrations」：ゼロ校正、ゼロオフ

　　　セット、スパン校正、透過率設定等が実施・

　　　設定できます。

　　　・「Offline Validations」：チェックガスの手動

　　　バリデーション、自動バリデーションの設定

　　　ができます。  

　　　・「Online Validations」：手動バリデーショ　

　　　ン、自動バリデーションの設定ができま　　

　　　す。 

　　　・「Clear Validation Alarms」：分析計が正常に

　　　　稼働していることが確認済みの場合のみ、こ

　　　　の機能でアラームを消すことができます。
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4-2-3.「Online Validations」

　「Online Validations] を選択し、[Enter キー ] を押

   すと右図の画面が表示されます。

　(1) Check Gas1 ：Gas1 に対して、手動または自動　

　  バリデーションを実施します。

　(2) Check Gas2 ：Gas2 に対して、手動または自動　

　　  バリデーションを実施します。

　(1) Check Gas1

 　　「Check Gas1」を選択し、[Enter キー ] を押すと、

　　右図の画面が表示されます。

　　・Manual： 手動バリデーションを実施します。

　　・Automatic：自動バリデーションを実施します。
　　　　※注：作業中は分析計には、N2 パージを行ってください。

　<Manual：手動バリデーションの実施 >

　「Manual」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　以下の手順でバリデーションを実施します。

　　(1) バリデーションセル内部に、チェックガスパー   

　　　ジを行ってください。

　　　この状態で少なくとも 10 分間はその状態を                     

　　　保持してください。

　　　その他の分析計内部には、N2 パージを行ってく

　　　ださい。

　　　十分にチェックガスを流した後、[Enter キー ] を

　　　押します。

　　(2) 右図の画面中の指示にしたがって、チェックガスのパラメータを確認していきます。

　　　  （数値が間違っている場合は [ ←キー ] で削除し、正しい値を入力して下さい。）

　　　  ・バリデーションセル内部圧力

　　　  ・バリデーションセル内部温度

　　　  ・バリデーションセル内光路長

　　　  ・チェックガス種類、チェックガス濃度

　　(3) バリデーションの結果が表示されますので、再度バリデーションが必要な場合は、上記  

            手順で再度実行してください。

　　バリデーション内部圧力を確認します。

　　例として、"101.353  kPa" が自動的に入力されま

　　すので、確認後、[Enter キー ] を押します。

　　入力されている値を修正する必要がある場合は、[←

　　キー ] で削除し、正しい値を入力してください。



＜4. 操作＞  4-120

IM 11Y01B01-01

　　バリデーション内部温度を確認します。

　　例として、"22.17℃ " が自動敵に入力されますので、

　　確認後、[Enter キー ] を押してください。

　　入力されている値を修正する必要がある場合は、[←

　　キー ] で削除し、正しい値を入力して下さい。

　　バリデーション内光路長を確認します。

　　例として10 cmを入力し、[Enterキー ]を押します。

　　入力されている値を修正する必要がある場合は、　

　　[ ←キー ] で削除し、正しい値を入力して下さい。

　　チェックガスの種類を [ ↑キー ] または [ ↓キー ]

　　で選択します。

　　空欄にはチェックガス濃度を入力します。

　　[Enter キー ] を押して、次の画面に進みます。

　　例として "20.9%" を入力し、[Enter キー ] を押します。

　　チェックガスを流して十分に安定したことを確認後

　　（右図の指示値が安定していることを確認後）、　　

　　[Enter キー ] を押してください。

　　キャンセルする場合は、[Esc キー ] を押してくださ

　　い。
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　　チェックガスを止めて、N2 パージガスを流します。

　　N2 パージガスを十分に流した後、右図の指示値が

　　安定していることを確認後、[Enter キー ] を押しま

　　す。

　

　　Validation 結果が表示されます。

　　結果に問題がある場合は、バリデーションを必要  

　　に応じて、再度実施してください。

       元の画面に戻る場合は、[Esc キー ] を押してください。

<Automatic：自動バリデーションの実施 >

 「Automatic」を選択し、[Enter キー」を押してください。

　自動バリデーションでは、以下の方法があります。

　・Local Initiate：この場 ( 状態 ) で自動バリデーショ

　　ンが開始されます。

　・Remote Initiate：遠隔操作により自動バリデーショ

　　ンが開始されます。

　・Time Initiate：時間を設定し、自動バリデーション

　　を開始します。

　・Setting：自動バリデーションのための各種設定を

　　行います。

　・Local Initiate

　　「Local Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押すと

　　右図の画面が表示されます。ここで、[9 ボタン ]

　　を押すと、自動バリデーションが開始されます。

　　※注： Local Initiate を実施する前に、必ず分析計内部にN2 パー
　　　ジ、バリデーションセル内にチェックガスが最低 10分
　　　以上、パージされた状態であることを確認してくださ
　　　い。
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　・Remote Initiate

　　「Remote Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押し

　　てください。

　　右図に示す画面が表示されます。

　　遠隔操作する Channel を選択します。

　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で Channel 1 ～ 3 の中

　　から、遠隔操作する Channel を選択してください。

　・Time Initiate

　　「Time Initiate」を選択し、[Enter キー ] を押してく

　　ださい。

　　右図に示す画面が表示されます。

　　以下の中から、ゼロ校正を開始する時間を選択しま

　　す。

　　・Once every day：1日に 1回実施           

 →実施時間を設定します。

　　・Once every week：1週間に 1回実施　       

 →実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 2 weeks：2週間に 1回実施　   

 →実施曜日、時間を設定します。

　　・Once every 4 weeks：4週間に 1回実施　    　 　 　

　　　　　　　　　→実施曜日、時間を設定します。

　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、[Enter キー ]

　　で決定します。
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　　・Once every day の設定

　　　「Once every day」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する時間を入力します。

　　　「Current」欄には、現在の設定時間が入力され

　　　ています。変更する場合は、「New」欄に「hhmm」

　　　の順に数字を入力してください。

　　　例として、21:00 にゼロ校正を実施するように

　　　設定します。

　　　[hhmm] ( 例：2100) を入力し、[Enter キー ] を

　　　押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　自動オンラインバリデーションが可能な温度を設

　　　定します。

　　　右図の数字が入力された欄にプロセス温度を入力

　　　してください。

　　　温度を変更する場合は、[ ←キー（Back Space　

　　　キー）] にて値を削除し、新たな値を入力後、　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　また、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で指定した温度

　　　以上または、温度以下を選択することが可能です。

　　　指定された温度以上、もしくは温度以下で自動オ

　　　ンラインバリデーションが実施されます。
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　　　[Enter キー ] を押すと、右図の画面に戻ります。

　　　時間が正しく変更されているか、ご確認ください。

　　　前の画面に戻るときは、[Esc キー ] を押してくだ

　　　さい。

　　・Once every week の設定

　　　「Once every week」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。
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　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。 

 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。 

　　　なお、曜日の入力は、以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、月曜の 21:00 にゼロ校正を実施する

　　　ように設定します。

　　　"12100" を New欄に入力してください。

　　　[Enter キー ] を押すと、右図に示す画面が表示さ

　　　れます。

　　　自動オンラインバリデーションが可能な温度を

　　　設定します。

　　　右図の数字が入力されたている欄に、プロセス

　　　温度を入力してください。

　　　温度を変更する場合は、[ ←キー（Back Space　

　　　キー）] にて値を削除し、新たな値を入力後、　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　また、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] にて指定した温

　　　度以上、または温度以下を選択することが可能です。

　　　指定された温度以上、もしくは温度以下で自動オ

　　　ンラインバリデーションが実施されます。
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　　　[Enter キー ] を押すと、右図の画面に戻ります。

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認し

　　　ます。

　　・Once every 2 weeks の設定

　　　「Once every 2 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。 

　　　なお、曜日の入力は以下になります。  

　　 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜

　　　例として、水曜の 21:00 に自動バリデーションを

　　　実施するように設定します。

　　　"32100" を New欄に入力します。
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　　　[Enter キー ] を押すと、右図に示す画面が表示さ

　　　れます。

　　　自動オンラインバリデーションが可能な温度を

　　　設定します。

　　　右図の数字が入力された欄にプロセス温度を入

　　　力してください。

　　　温度を変更する場合は、[ ←キー（Back Space   

　　　キー）] にて値を削除し、新たな値を入力後、　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　また、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] にて指定した温

　　　度以上、または温度以下を選択することが可能

　　　です。

　　　指定された温度以上、もしくは温度以下で自動

　　　オンラインバリデーションが実施されます。

　　　[Enter キー ] を押すと右図の画面に戻ります。

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認します。
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　　・Once every 4 weeks の設定

　　　「Once every 4 weeks」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。

　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　ゼロ校正を開始する曜日、時間を入力します。 

　　　「Current」欄には現在の設定曜日、設定時間が入

　　　力されています。変更する場合は、「New」欄に

　　　"dhhmm" の順に数字を入力してください。

　　　なお、曜日の入力は以下になります。

 0 Sunday：   日曜 

 1 Monday：   月曜 

 2 Tuesday：   火曜 

 3 Wednesday： 水曜 

 4 Thursday：  木曜 

 5 Friday：   金曜 

 6 Saturday：   土曜 

　　　例として、金曜の 21:00 にゼロ校正を実施するよ

　　　うに設定します。

　　　"52100" を New欄に入力します。   

　　　[Enter キー ] を押すと、右図に示す画面が表示さ

　　　れます。

　　　自動オンラインバリデーションが可能な温度を

　　　設定します。

　　　右図の数字が入力された欄に、プロセス温度を

　　　入力してください。

　　　温度を変更する場合は、[ ←キー（Back Space  

　　　キー）] にて値を削除し、新たな値を入力後、　

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　また、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] にて指定した温

　　　度以上、または温度以下を選択することが可能です。
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　　　指定された温度以上、もしくは温度以下で自動

　　　オンラインバリデーションが実施されます。

　　　[Enter キー ] を押すと、右図の画面に戻ります。

　　　設定した項目と実施される曜日、時間を確認し

　　　ます。

　　・Settings

　　　「Settings」を選択し、[Enter キー ] を押してくだ

　　　さい。
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　　右図に示す画面が表示されます。

　　ここでは、Auto Validation 実施のために、以下の

　　項目を設定できます。 

　　・「Check Gas Concentration」：自動バリデーショ

　　　ンに使用するチェックガス濃度を設定します。 

　　・「Check Gas Pathlength」：チェックガスを流す光

　　　路長を設定します。 

　　・「Check Gas Temperature」：チェックガス温度を

　　　設定します。 

　　・「Check Gas Pressure」：チェックガス圧力を設定

　　　します。 

　　・「Valve Selection」：自動バリデーションに使用するバルブを設定します。 

　　・「Check Gas Purge Time」：チェックガスをパージする時間を設定します。 

　　・「Normal Gas Purge Time」：プロセスガスをパージする時間を設定します。 

　　・「Validation Reading」：オンラインバリデーション中の分析計の値を選択します。 

　　・「Analog Output Mode」：自動校正中のアナログ出力のモードを設定します。 

　　・「Check Gas Concentration」

　　　「Check Gas Concentration」を選択すると、右図

　　　の画面が表示されます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、チェックガスを

　　　選択してください。

　　　また、下の欄にチェックガス濃度を入力し、[Enter

　　　キー ] を押してください。

　　・「Check Gas Pathlength」

　　　「Check Gas Pathlength」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　「Current (cm)」に現在の光路長が表示されます。

　　　変更する必要がある場合、「New (cm)」に新たな

　　　光路長を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　　変更の必要がない場合は、[Esc キー ] にて前の画

　　　面に戻るか、「Current (cm)」と同じ値を入力し、

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　例として、"10 cm" を入力します。
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　　・「Check Gas Temperature」

　　　「Check Gas Temperature」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　Validation Temperature 設定を行います。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で、"Fixed" もしくは

　　　"Active ambient" を選択します。

　　　右図は "Active ambient" の場合を示します。

　　　数字が入力されている部分は、"Active ambient"

　　　設定のオフセットを示します。

　　　変更する場合は、[ ←キー（Back Space キー）]

　　　で削除し、任意の値を入力後、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　　右図は "Fixed" の場合を示します。

　　　数字が入力されている部分は、温度設定値を示しま

　　　す。

　　　変更する場合は、[ ←キー（Back Space キー）]

　　　で削除し、任意の値を入力後、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　[Esc キー ] で前の画面に戻ってください。

　　・「Check Gas Pressure」

　　　「Check Gas Pressrue」を選択し、[Enter キー ]　

　　　を押してください。
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　　　右図に示す画面が表示されます。

　　　(Process Pressure 設定が "Fixed" でも "Active"　

　　　でも同じです。)

　　　「Current (kPa)」に現在のスパンガス圧力の設定

　　　値が表示されます。

　　　この設定値を変更する場合、「New (kPa)」に変

　　　更するスパンガス圧力を入力し、[Enter キー ] を

　　　押してください。

　　　例として、スパンガス圧力を "101.325 kPa" に設

　　　定します。

　　・「Valve Selection」

　　　「Valve Selection」を選択し、[Enter キー ] を押

　　　してください。

　　　「Valve Selection」を選択すると、右図の画面が表

　　　示されます。

　　　自動バリデーションのチェックガス用として使

　　　用するバルブを選択し、[Enter キー ] を押してく

　　　ださい。

　　　ガスを止めるための 2番目のバルブを選択し、

　　　[Enter キー ] を押してください。

　　　それは、最初に選択した 1つ目のバルブと同じ

　　　です。

　　　また、それはバルブを制御するために使用され

　　　ます。
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　　・「Check Gas Purge Time」

　　　「Check Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]  

　　　を押してください。

　　　自動バリデーション前のチェックガスをパージす

　　　る時間を設定します。

　　　チェックガスを流す流量、容積を考慮し、校正

　　　する領域が十分にチェックガスで満たされる時

　　　間を入力してください。
　　　※注：時間が不足すると、バリデーションが正しく実施で

　　　　きず、その判定に影響を与える可能性があります。

　　　例として、チェックガスパージ時間を "60 秒 " と

　　　設定します。

　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されてい

　　　ます。変更する場合は「New (s)」欄に、最適な

　　　時間を入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　　　戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同じ

　　　数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　・「Normal Gas Purge Time」

　　　「Normal Gas Purge Time」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。
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　　　N2 ガスをパージする時間を設定します。

　　　N2 ガスを流す流量、容積を考慮し、時間を設定

　　　してください。

　　　例として、プロセスガスパージ時間を "60 秒 " と

　　　設定します。

　　　現在の設定時間が「Current (s)」に表示されてい

　　　ます。変更する場合は「New (s)」欄に、最適な

　　　時間を入力してください。

　　　変更が必要ない場合は、[Esc キー ] で前の画面に

　　　戻るか、「Current (s)」に表示された数字と同じ

　　　数字を入力し、[Enter キー ] を押してください。

　　・「Validation Reading」

　　　「Validation Reading」を選択し、[Enter キー ] を

　　　押してください。

　　　オンラインバリデーション実施中の分析計の値を

　　　選択することができます。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で "Validation Only"　

　　　または、"Process + Validation" を選択してくだ

　　　さい。
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　　・「Analog Output Mode」

　　　「Analog Output Mode」を選択し、[Enter キー ]

　　　を押してください。

　　　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で "Block mode"、

　　　"Track mode"、"Hold mode" から、自動バリデー

　　　　ション中のアナログ出力モードを設定します。

　　　・Block：Calibration/Validation 中は、任意に設

　　　　定したアナログ出力を出力します。

　　　・Track：Calibration/Validation 中も、測定値の

　　　　値をアナログ出力として出力します。

　　　・Hold：Calibration/Validation が終了するまで

　　　　現在のアナログ出力値を出力します。

　　　右図は Track mode 設定時の画面を示します。
　　　※注：アナログ出力の Channel 2 は、常時 Track mode です。
　　　　　　この画面の設定は反映されません。

　　　他の例として、Block mode 設定値の画面を示します。

　　　Block mode を設定すると、その下に数字入力可

　　　能な欄が現れます。

　　　この中に、表示された値がアナログ入力値とし

　　　て出力されるため、適宜変更してご使用くださ

　　　い。

　　　一例として 3.8 mA 出力させる場合 "3.8" を入力

　　　し、[Enter キー ] を押して決定します。

　　　右図は、Hold mode を設定した時の画面を示します。

　(2) Check Gas2 ：Check Gas2 の バリデーション設定

　　 に用います。

　　設定手順は (1) の Check Gas1 と同じです。



＜4. 操作＞  4-136

IM 11Y01B01-01

　　「Advanced Menu」で「Calibrate & Validate」を選

　　択すると、右図の画面が表示されます。

　　ここでは、以下の項目について設定・確認ができます。

　　該当する項目を[↑キー]または[↓キー]で選択し、

　　[Enter キー ] で決定します。

　　・「Offline Calibrations」：ゼロ校正、ゼロオフセッ

　　　ト、スパン校正、透過率設定などが実施・設定

　　　できます。

　　・「Offline Validations」：チェックガスの手動バリ

　　　デーション、自動バリデーションの設定ができ

　　　ます。 

　　・「Online Validations」：手動バリデーション、自動

　　　バリデーションの設定ができます。

　　・「Clear Validation Alarms」：分析計が正常に稼働し

　　　ていることが確認済みの場合のみ、この機能でアラ

　　　ームを消すことができます。　

4-2-4.「Clear Validation Alarms」

　「Clear Validation Alarms] を選択し、[Enter キー ] を

　押してください。

　右図の画面が表示されます。

　"Validation Failure" という Fault を消したい場合、

　[9 ボタン ] を押してください。

4-3.「Data」

　「Advanced Menu」で「Alarm History（警報履歴）」　

　や、「Cal History（校正履歴）」を確認したい場合、ま

　たは「Spectrum Capture」の設定を行う場合「Data」

　を選択し、[Enter キー ] を押してください。
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　「Data」を選択すると右図の画面が表示されます。

　「Alarm History」、「Cal History」または「Spectrum 

　Capture」の中から、[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選

　択し、[Enter キー ] を押してください。

　・Alarm History：直近の警報履歴を表示します。

　・Cal History：直近の校正履歴を表示します。

　・Spectrum Capture：Spectrum保存の設定が可能　

　　です。

4-3-1.「Alarm History」

　「Alarm History」を選択すると、警報履歴が表示されます。

　直近 17件までの警報・故障データが表示されます。

　簡単な内容と日時記録が表示されます。

4-3-2.「Cal History」

　「Cal History」を選択するとバリデーション・校正　

　履歴が表示されます。

　直近 17件までのバリデーション・校正データが表示

　されます。

　調整量と日時記録が表示されます。
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4-3-3.「Spectrum Capture」

　「Spectrum Capture」を選択すると、Spectrum保存

　設定が可能です。
※注：Spectrum保存頻度を上げすぎると、分析計内部メモリがす   
          ぐに満杯になります。これにより、必要なデータを失う可    

　能性があります。
　　　通常は、200 ～ 300 update、1～ 5 every Warning、1～ 5 

　every Fault の範囲で、ご使用ください。
　　　 Spectrum保存頻度を上げる場合、短期間（数時間）のモニ

　タリング期間のみとし、その期間が終了後は、元の保存頻
　度に戻すようにしてください。

　右図に示すように Spectrum保存方法を、「Automatic」

　と「Manual」のどちらかを選択することができます。

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で選択し、[Enter キー ] で

　設定してください。

　「Automatic」を選択し、[Enter キー ] を押すと右図の

　画面が表示されます。

　[ ↑キー ] または [ ↓キー ] で以下の項目から選択し

　ます。

　(1) Updates：分析計の更新周期をトリガとして  

　　  Spectrumを保存します。

　(2) Relative：ガス濃度からの相対値をトリガとして  

　　  Spectrumを保存します。

　(3) Absolute：ガス濃度値をトリガとし Spectrumを

　　  保存します。

　(1) Updates

　　右上図はUpdates を選択した場合を示しています。

　　画面下側の欄に入力された数字の更新ごとに、スペクトルが保存されます。

　　例として、300 Update ごとにスペクトルを保存する場合、"300" と入力し、[Enter キー ] を

　　押した場合を示します。

　　[Enter キー ] を押すと右図の画面が表示されます。

　　Warning 発生時に保存する Spectrum数を設定しま　

　　す。

　　Current 欄に、現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、　　

　　[Enter キー ] を押してください。

　　例として、Current 欄に "1" を入力します。
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　　[Enter キー ] を押すと右図の画面が表示されます。

　　fault 発生時に保存する Spectrum数を設定します。

　　Current 欄に現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、　　

　　[Enter キー ] を押してください。

　　例として、Current 欄に "1" を入力します。

　(2) Relative

　　右図は Relative を選択した場合を示しています。

　　直前に保存した値に対して、入力された数字の%　

　　ごとにスペクトルが保存されます。

　　例として、直前に保存した値の 1%の濃度をトリガ

　　に、スペクトルを保存します。

　　この値を変更する場合、[ ←キー（Back Space キー）]

　　で値を削除し、新たな値を入力後、[Enter キー ] を

　　押してください。

　　[Enter キー ] を押すと右図の画面が表示されます。

　　Warning 発生時に保存する Spectrum数を設定し　

　　す。

　　Current 欄に現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、[Enter

　　キー ] を押してください。

　　例として、Current 欄に "1" を入力します。

　　[Enter キー ] を押すと右図の画面が表示されます。

　　fault 発生時に保存する Spectrum数を設定します。

　　Current 欄に現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、[Enter

　　キー ] を押してください。

　　例として、Current 欄に "1" を入力し、[Enter キー ]

　　を押すと完了です。
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　(3)Absolute

　　右図は、Absolute を選択した場合を、示しています。

　　画面下側の欄に、入力された濃度ごとにスペクト

　　ルが保存されます。

　　例として、直前に保存した値の 1%の濃度をトリガ

　　に、スペクトルを保存します。

　　この値を変更する場合、[ ←キー（Back Space キー）]   

　　で値を削除し、新たな値を入力後、[Enter キー ] を

　　押してください。

　　[Enter キー ] を押すと右図の画面が表示されます。

　　Warning発生時に保存するSpectrum数を設定します。

　　Current 欄に現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、[Enter

　　キー ] を押してください。

　　例として、Current 欄に "1" を入力します。

　　[Enter キー ] を押すと、右図の画面が表示されます。

　　fault 発生時に、保存する Spectrum 数を、設定し

　　ます。

　　Current 欄に、現在の設定値が表示されます。

　　この値を変更する場合、New欄に値を入力し、　　

　　[Enter キー ] を押してください。
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　　例として、Current 欄に "1" を入力し、[Enter キー ]

　　を押すと完了です。

　　Capture Mode で「Manual」を選択すると、[Enter

　　キー ] を押したときのみ、Spectrum が保存されま

　　す（自動で定期的な保存はできません）。

4-4.「Trends」

　「Advanced Menu」で各種トレンドを確認したい場

　合は「Trends」を選択し、[Enter キー ] を押します。

 　「Trends」に関する操作手順は、「Basic menu」の

　操作手順と同じですので、参照ください。

● Active Alarm
1. Main Menu 画面から「Active Alarm」を選択し、　

　[Enter キー ] を押すと、その時点で発生している　

　ラームの詳細を確認することができます。

　アラームが発生しているか否かの判断基準として、

　右図の太枠で囲んだ「Status」の部分の表示で確認

　します。

 
 (1) Status：Measuring/Working properly のとき

Active Alarm：なし

　(2) Status：Warning もしくは Fault のとき

Active Alarm：単独でWarning もしくは Fault ( どちらか 1つのみ）が表示

　(3 )Status：Alarms/Multiple warnings of faults のとき

Active Alarm：複数のWarning もしくは Fault が表示
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　(1) Measuring/ Working properly のとき

　　Active Alarm を選択し、[Enter キー ] を押すと、  

　　右図に示す画面が表示されます。（Warning、   　

　　Fault 発生なし）

　(2) Status：Warning もしくは Fault のとき

　　 例として、Warning（Transmission low) のみが　

　　 発生した場合

　　※ Fault が単独で発生した場合は、Status：Fault の表示
  　   　その下に、Fault の種類が表示されます。

　　「Active Alarm」を選択し、[Enter キー ] を押すと、

　　右図に示す画面が表示されます。

　　例）transmission low のWarning が発生してい　

　　　　ることを示しています。
　　※ Fault が単独で発生した場合は、Fault の種類が表示され  
           ます。

　(3) Status：Alarms/Multiple warnings of faults の

　　  とき（複数のアラーム発生時）

　　   例として、2つのWarning が発生した場合

　　※ Fault も複数同時に発生した場合も同様の表示になります。

　　「Active Alarm」を選択し、[Enter キー ] を押すと、

　　右図に示す画面が表示されます。

　　例）transmission low のWarning と、process 　

　　　　temperature out of range のWarning が、同

　　　　時に発生していることを示しています。

　　※ Fault も同時に発生した場合は、Fault の内容も追加表示  
           されます。
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　● Shut Down Analyzer 
　1. 分析計の電源を切る場合、Main Menu 画面から  

　　「Shut Down Analyzer」を選択し、[Enter キー ]　

　　を押してください。

　　[Enter キー ] を押すと右図に示す画面が表示され

　　ます。

　　[9 ボタン ] を押すと分析計がシャットダウンしま

　　す。   

　　（詳細は 4.2 節をご参照下さい。）

　　[Esc キー ] を押すと「Main Menu」に戻ります。

　　Virtual Analyzer Controller 接続を止める場合は、

　　[Esc キー ] を押してから、[CTRL キー ]+[BKSP ←

　　キー （Back Space キー）] を押してください。

　　シャットダウン後、モニタ画面が白くなりますの

　　で、白くなったことを確認後、24 V DC 電源を切

　　ってください。
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4.8 非プロセスパラメータ (Non-Process Parameters)
非プロセスパラメータとは、本分析計で使用される独自の用語で、測定対象ガスを含むガスでパー

ジする光路の領域を、定義するためのものです。プロセスの酸素濃度測定時に、パージガスとし

て計装空気（約 20.9% 酸素）を使用するアプリケーションで、最もよく用います。

一酸化炭素（CO）濃度の測定時に、パージガスとして計装空気を使用する場合には、一般的に計

装空気中の CO濃度が実用検出限界未満であるため、非プロセスパラメータは使用しません。

パージガス中に、測定対象成分が含まれる場合に正確な測定を行うには、出力測定値が補償され

るように、正しいパラメータが必要です。すなわち、酸素濃度測定時には、パージガス中の酸素

を考慮して、値を補正する必要があります。

計装空気中の酸素は、以下のように光路のさまざまな部分に存在します。

(1) 発光部本体のレーザモジュール部分

(2) 発光部本体のオンラインバリデーションセル 

(3) アライメントフランジ（発光部側、受光部側）

(4) プロセスノズル、および (5) バルブ（受光部側、受光部側）

(4) プロセスノズル
     （挿入パージ管）

保温材

45-50℃ ( 外側温度 )

65 ℃ ( 内側温度 )

150℃

40-45℃ ANSI Class 150-3B フランジ

ANSI Class 150-4B フランジ

1610

1000

Unit:mm

(5) バルブ

(3) アライメントフランジ

}

(1) レーザモジュール部分
(2) オンラインバリデーションセル

発光部
受光部

実施例

図 4.10　酸素の存在箇所（実施例）

非プロセスパラメータとして、上記の各部分の寸法の入力が必要となります。ご不明な点は当社

までお問い合わせください。

● Advanced Confi gure Menu 
Non-Process Parameters の設定は、Advanced 

Confi gure Menu より行います。

画面設定操作については、4-1-4 Non-Process 

Parameters に手順に従って操作してください。
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4.9 第 2 吸収ガス参照ピーク固定
測定状況によっては、測定対象ガス（NH3 など）の吸収ピークで、レーザ波長調整レンジを固定

する代わりに、測定対象ガスの吸収ピークに近接する吸収ピーク（H2O など）を、参照ピークと

して使用する場合があります。測定対象ガスの濃度が通常ゼロである場合や、濃度が非常に低く

その吸収ピークが小さすぎて波長固定機能が作動しない場合に、参照ピークを使用します。近接

の吸収ピークレベルは、通常、常に高く、従って波長固定機能が作動するのに、十分な大きさの

吸収ピークとなります。

以下に、測定対象ガスがNH3、参照ピーク固定ガスがH2O の場合を例にとり、参照ピーク固定に

ついて説明します。TDLS200 で NH3 を測定する際、近接するH2O 吸収ピークを使用して、レー

ザ波長の制御を維持します。

吸収スペクトルを数学的に処理するためには、参照ピーク領域と濃度測定領域の二つの波長領域

が必要となります。参照ピーク領域では、近接ピーク（H2O）の位置が計算されて、レーザ波長

が固定されます。濃度測定領域では面積積分が行われ、測定対象ガス（NH3）の濃度が測定され

ます。NH3 測定で、図 4.9 のようなスペクトルが得られたとします。参照ピーク領域は、200 ～

230、測定対象ガス濃度測定領域は、150～ 190 になります。

オフラインゼロ校正では、スペクトルに測定対象ガス（NH3）や、参照ピーク固定ガス（H2O）のピー

クが出現しないように必ず、すべての光路をN2ガス（または乾燥計装空気）でパージしてください。

スパン校正では、レーザ温度制御をそのままにしてください（peak center out of range 故障が発

生します）。

吸収スペクトル（約 430℃）

データポイント

吸
光
度
（
AU
）

100 120 140 160 180 200 220 240

図 4.11　NH3 および H2O 存在下における一般的なプロセスガススペクトル
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以下に、光路に存在するプロセスガスの種類や、パージガスの種類によって変わるさまざまな

Laser Spectra & Control 画面の例を示します。

注： Absorption Spectrum の Y軸目盛（垂直軸）に表示される吸光度（AU）の実際の大きさは、ガス濃度、光路長、
ガス温度、ガス圧力によって異なります。

●オフライン校正状態
プロセス／校正用セル：N2
分析計パージ：N2
   全光路（プロセス校正用セル＋分析計パージ）に測定

　対象ガスと、参照ピーク固定ガスのいずれも存在し

　ない場合（例： NH3、H2O）の、吸収スペクトル

   右図はオフラインゼロ校正時のスペクトル画面

プロセス／校正用セル：約 20 ppm NH3、

分析計パージ：N2
　Absorption Spectrum画面では、濃度が 0％の参照

　ピーク固定ガス（H2O）の吸収ピークは、ピーク位置 

　（PCP）の 217 付近の領域にあることになります。

　光路長 72.6 cm、周囲温度、周囲圧力に基づいたこの

　スペクトルでは、約 20 ppmの測定対象ガス (NH3)　

　（PCP170 付近）吸収があります。

　右図はオフラインスパン校正時のスペクトル画面

kPa
101.3

kPa
101.3
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●オンラインプロセス状態、N2 パージ
プロセス：測定対象ガス（NH3）、参照ピーク固定ガス（H2O）

分析計パージ：N2
　Absorption Spectrum画面では、参照ピーク固定ガス

　（H2O）の吸収ピークが、ピーク位置（PCP）217 に

　見られます。

　この吸収ピークは、分析計パージガスの中には参照

　ピーク固定ガス（H2O）がないため、プロセス中の参

　照ピーク固定ガス（H2O）から得られるものです。

　また、光路長 72.6 cm、周囲温度、周囲圧力に基づい

　たこのスペクトルでは、約 20 ppm の測定対象ガス

　（NH3）（PCP170 付近）の吸収もあります。

プロセス：0 ppm測定対象ガス（NH3）＋約 2％参照ピーク固定ガス（H2O）

分析計パージ：N2
　Absorption Spectrum画面では、参照ピーク固定ガス

　（H2O）の大きな吸収ピークがピーク位置（PCP）217

　に見られます。

　測定対象ガス（NH3）の吸収はありません。

プロセス：

　約 20 ppm測定対象ガス (NH3) ＋ 0％参照ピーク固定ガス（H2O）

　分析計パージ：N2
　Absorption Spectrum画面では、プロセスに参照ピー

　ク固定ガスが含まれないため、ピーク位置（PCP）　

　217 付近の領域には、H2O からの吸収はありません。

　光路長 72.6 cm、周囲温度、周囲圧力に基づいたこの

　スペクトルでは、約 20 ppm の測定対象ガス（NH3）

　（PCP 約 170 付近）の吸収があります。

101.3
kPa

101.3
kPa

101.3
kPa
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●オンラインプロセス状態、空気パージ
計装空気（周囲空気ではなく）でパージする場合、（計装空気は乾燥されていること、その露点

が通常 -40℃程度であることから）H2O レベルは非常に低くなり、従ってその吸収ピークが検出

されるほどH2O 濃度は高くはありません。

プロセス用セル＊：0 ppm NH3 ＋ 0％ H2O
＊： フローセルなどを示します。

分析計パージ：周囲空気（通常約 2～ 4％ H2O）

　Absorption Spectrum画面では、パージ空気中のH2O

　の吸収ピークがピーク位置（PCP）217 に見られます。

　スペクトルに、NH3 の吸収はありません。

プロセス用セル：約 20 ppm NH3 ＋ 0％ H2O

分析計パージ：周囲空気（通常約 2～ 4％ H2O）

　Absorption Spectrum画面では、パージ空気中のH2O

　吸収ピークがピーク位置（PCP）217 付近に見られます。

　光路長 72.6 cm、周囲温度、周囲圧力に基づいたこの

　スペクトルでは、約 20 ppm の測定対象ガス（NH3）

　（PCP 約 120 付近）の吸収があります。

プロセス用セル：0 ppm NH3 ＋約 2％ H2O

分析計パージ：周囲空気（通常約 2～ 4％ H2O）

　Absorption Spectrum画面では、プロセスガスのH2O

　（約 2％ 0.7 m ＠ STP）と、分析計空気パージ中の　

　H2O の吸収ピークがピーク位置（PCP）217 付近に見

　られます。

　スペクトルに、NH3 の吸収はありません。

101.3
kPa

101.3
kPa

101.3
kPa
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4.10 流路切換えとバルブ制御
分析計には、バリデーション・校正または流路切換え用に、3個のバルブ駆動（各 24 V DC ＠ 11 

W最大）があります。バリデーション・校正で使用する場合、本書の「5.3 バリデーション・校正」

を参照してください。下図に示すように、3つのガス流路は、それぞれ 3個のガスバルブを経由

して、分析計のフローセルの入口に接続されます。ガスバルブは、分析計の発光部からのバルブ

駆動用接点出力信号で、制御されます。通常運転時は、一度に 1個のバルブのみを開くことがで

きます。

下図に、実施例の流路構成図を示します。

流路 1

流路 3

流路 2

バルブ 1

バルブ 2

バルブ 3

入口

出口

発光部からのバルブ駆動用接点出力信号による制御 フローセル

（分析計発光部 TB2 または、TB3 より各 SVへの制御信号を入力）

バイパス返送

流路 1
プロセスガス入口

流路 2
プロセスガス入口

バイパス返送

バイパス返送

流路 3
プロセスガス入口

フロー
スイッチ

フロー
スイッチ

フロー
スイッチ

図 4.12　流路構成図（例）
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バルブ制御には、手動、自動、リモート（デジタル接点によるオーバーライド）の、3つの操作

方法があります。以下に、流路切換え機能を使用するときのバルブの開閉順序や、タイミングの

設定方法を示します。

● Advanced Confi gure Menu
　流路切換えの設定は、Advanced Configure － Valve 

　Control メニューで行います。

● Status Of Valves
　3個のバルブの現況が示されています。バルブの設定 

　を変更します。
　注：  通常運転時、一度に 1個のバルブのみ開くことができます。

● Valve Control Mode
　バルブ状態の変更方法には、Manual（手動）、Time 

　Sequence（自動）、Remote Override（リモート）3　

　つの方法があります。

●Manual Valve Control
　この画面のスイッチをオン・オフして、バルブのオン・

　オフを手動で切り換えることができます。
　注：  他のバルブがすでにオンになっているときに、選択したバ

　ルブをオンに切換えると、自動的に他のバルブがオフにな
　ります。一度に 1個のバルブしか、開くことができません。

kPa101.3
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● Time Sequence
　設定された時間に従ってバルブが自動的に制御され

　ます。

　右画面を設定例（バルブ１の Time Sequence）にとる

　と、バルブ 1をオンにしてから 60分後にバルブ 2に

　切換わります。

　3個のバルブすべてについて、Time Sequence を設定

　すると、流路は連続して定期的に切換わります。　

 

　例として

　バルブ１の Time Sequence 画面で、バルブ２を 60分

　に設定し、バルブ２の Time Sequence 画面で、バル

　ブ３を 50分に設定し、バルブ３の Time Sequence 画

　面でバルブ１を 40分に設定すると、バルブ１がオン

　になってから 60分後にバルブ１がオフとなり、バル

　ブ２がオンとなり、続いてバルブ２がオンになって

　から 50分後にバルブ２がオフとなり、バルブ３がオ

　ンとなり、さらにバルブ３がオンになってから 40分

　後にバルブ３がオフとなり、バルブ 1がオンとなりま

　す。

　この動作が繰り返し行われます。

● Remote Override
　各バルブを、制御室や DCS からのリモートデジタル

　接点により、手動で切換えることができます。この

　画面で、バルブ制御用のデジタル入力チャネルを指

　定します。
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4.11 リモート操作
TDLS200 レーザガス分析計を操作するには、さまざまな方法があります。

・ 本体のキーパッドと表示器（オプション）を利用する方法

・ 外部コンピュータ（イーサネット）を利用する方法（4.9.1 外部コンピュータの接続を参照くだ

さい。）

・ ネットワーク（外部コンピュータ）経由のリモートアクセス（4.9.1 外部コンピュータの接続を

参照ください。）

・ リモートインタフェースユニット（RIU、オプション）を利用するリモートアクセス

　直接接続またはネットワーク経由接続でも、分析計への外部接続を行うと以下の 3つの基本機

　能が可能になります。

・仮想機器コントローラ（VAC）オペレーティングソフトウェアを使って、分析計と RIU との通

信を行うことができます。（4.9.3 項参照）

・ TruePeak ソフトウェアを介した分析計のリモートアクセスにより、分析計を完全に操作するこ

とができます。内蔵のキーパッドと表示器で作業しているのと同じ画面で、操作することがで

きます。

・ VNC ソフトウェア経由のデータ転送により、データファイルのアップロード・ダウンロードが

可能になります。（7.2.2 項参照）

4.11.1  外部コンピュータの接続方法

■ 直接接続の場合
Win 9x/Me/NT4/2000/XP/2003（英語版）/7等の OS を搭載したコンピュータと、イーサネッ

トクロスオーバーケーブルが必要です。（Windows VISTA, Windows 8 には対応いたしません。）

発光部の仕様が「表示器、操作部付き」仕様以外の場合、VNCViewer を用いて、コンピュータか

ら分析計の操作、指示値の確認を行います。(VNCViewer file は付属品の Recovery CD 内に入っ

ていますので、お手持ちのコンピュータにコピーしてお使いください。）

まず最初に、VNCViewer を使用した分析計の接続方法を記載します。

（1）コンピュータのネットワーク設定手順

       まず、コンピュータのネットワークの設定（IP アドレス、サブネットマスク）を行います。

 　以下、Windows XP の場合を例に説明をします。

1) ネットワーク接続　→　ローカルエリ

　ア接続をダブルクリックします。
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2)「プロパティ」をクリックします。

 

3)「インターネットプロトコル（TCP

　/IP）」をクリックし、プロパティを 

　クリックします。

4)「次の IP アドレスを使う」ラジ

　オボタンをチェックし、IP アドレス：

10.255.255.254、サブネットマスク：

255.0.0.0 を入力、「OK」をクリック

します。

5) 上記 3) の画面に戻るので、「OK」を

　クリックします。

 以上で、分析計と接続するためのネッ

トワーク設定が完了となります。
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（2）イーサネットクロスケーブルの接続

　　発光部内部の、下図に指示した部分のイーサネットケーブルを取り外し、コンピュータと

　接続しているイーサネットケーブルを取り付けます。

 

青ケーブルの指示部

コネクタをはずし、PCと
接続しているケーブルを
RJ-45 ポートに接続します。

図 4.13　イーサネットクロスケーブル取り付け位置（発光部内部）

　イーサネットケーブルは発光部のケーブルグランドを通して SBC に接続し、分析計の扉を閉

めて、通電時パージができるようにしておきます。

　ただし、常時コンピュータを接続する場合は、必ずイーサネットケーブルを TB6 へ接続して

使用します。

（3）VNC Viewer の立ち上げ

　　　　　　
1) VNC Viewer を立ち上げると、以下の画面が現れます。
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2) VNC Server の部分に、分析計の IP アドレスを入力します。

　IP アドレスの入力後、「Connect」をクリックすると、以下の画面が表示され

ます。ここで、コンピュータ のキーボードから「1234」と入力し、「Log On」

をクリックすると、分析計との通信が開始されます。（分析計の電源がON で

あることを、ご確認ください）

　図 4.14 の VNC 画面が、コンピュータの画面上に表示されます。

　テンキーによる数字入力、矢印キーによるアクティブカーソルへの移動、Enter

　キーによる確定など、コンピュータ より操作を行うことが可能となります。

　なお、分析計の IP アドレスは、Serial No.（発光部の扉を開けると、左側面に

記載されています）により、以下のルールで設定しています。

　　Serial No.：ＡＢ－Ｃ●××－ＤＥの時

　　その分析計の IP アドレスは「１０．０．●．××」です。

　　（具体例）

　　Serial No.：76-1005-07 -> 10.0.0.5

　　Serial No.：76-1025-07 -> 10.0.0.25

　　Serial No.：76-1325-07 -> 10.0.3.25　

"1234" を入力

"Log  On" を押す

入力前

入力後

 

図 4.14　VNC 画面

■ LAN への接続方法
お客様の LAN接続ルールに従って、分析計本体の IP アドレスなどを設定します。

設定および配線作業は当社サービスへご依頼ください。
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4.11.2  仮想機器コントローラ（VAC）オペレーティングソフトウェアマップ　　　　
（RIU 用ソフト）

040402J.ai

Main
Menu

Connect Select & 
Connect

Start VAC 
Session

Terminate VNC 
session using 

shortcut
Function Key

Return
to

Connect

Copy Data Select & 
Connect

Start Copy 
Data

Copy Data 
Complete/Failed;

Return to 
Connect

Return to 
Main Menu

Enter Fields:
Connection
Name & IP 

Config
(Password
Protected)

Create
Connection

Add Return to 
Config

Quit Return to 
Config

Delete
Connection

Select
Connection

Confirm:
Yes/No

Return
to

Config

 Options
VNC

Connection
Options Menu

Return to 
Config

Password Enter New 
password

Return to 
Config

Exit Return to 
Main Menu

Help Exit Return to 
Main Menu

About Return to 
Main Menu

Shutdown Confirm
Shutdown Shutdown

Return to 
Main Menu

図 4.15 VAC ソフトウェアマップ



IM 11Y01B01-01

 ＜4.操作＞ 4-157

4.11.3  仮想機器コントローラ（VAC）オペレーティングソフトウェアガイド
本ソフトウェアを使って、分析計と RIU の通信が可能と

なります。

イーサネット接続が確立したら、VAC ソフトウェアを

起動させることができます。

画面上でオプションを選んで進んでください。右図のよ

うに機能キーがタスクに予め設定されており、RIU キー

パッドですべてのタスクの実行が可能です。ソフトウェ

アの基本機能を以下に示します。

分析計と仮想ネットワークコンピュータの接続による、

起動、運転、校正等、分析計の制御機器からローカル

USB ポート（メモリデバイス）にファイルの転送、

名称・IP アドレスごとの接続を作成

“Connect F2” を選択すると、リモート制御を行う機器

（ディスクリプションと IP アドレス付）の選択が、可能

になります。これで完全に分析計をリモート制御するこ

とができることになります。分析計操作の詳細な方法に

ついては、4.1.3 項 分析計の操作方法を参照してくださ

い。

“Copy Data ‒ F3” を選択すると、データ受信を行う機器

（ディスクリプションと IP アドレス付）の選択が、可能

になります。これで分析計に保存されているすべての

結果や、設定ファイルのデータ転送が開始されます。

“Confi guration ‒ F4” を選択すると、設定を行う機器

（ディスクリプションと IP アドレス付）の選択が、可能

になります。

Confi guration には、以下のメニューがあります。

・Create Connection ‒ F2：将来の接続用タグ名称と IP

アドレスの設定

・Delete Connection ‒ F3：現在の接続の削除

・Options ‒ F4：（次項を参照）

・Password ‒ Ctl-Ins：アクセスパスワードの変更

040403J.ai

040404J.ai

040405J.ai

040406J.ai



＜4. 操作＞  4-158

IM 11Y01B01-01

● VAC オプション（設定メニュー）
・Data Dump Options：分析計や VAC搭載システムとの

　データ送受信用ディレクトリの設定

・Source Directory：分析計データファイルのフォルダ
　＊：変更する際には、当社サービスまでご相談ください。

・Target Directory: リモートコンピュータや、RIU のデー

　タファイルの受信先ディレクトリ

・File Masks：転送するファイルの拡張子
　＊：変更する際には、当社サービスまでご相談ください。

・VNC Viewer Location：分析計をリモート制御するソフ

　トウェアの場所
　＊：変更する際には、当社サービスまでご相談ください。

 　Apply ‒ F2 を選択して、変更を確定してください。

VAC Main Menu Ctrl ‒ F1 から、Help 画面に行くことが

できます。

システムテキストヘルプで、ショートカットキーとそ

の機能が、説明されています。

040407J.ai

040408J.ai
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5. 保守
TDLS200 レーザガス分析計では、設置、設定、校正が正しく実施されていれば、保守はほとん

ど必要ありません。本章では定期保守手順の概要を説明します。

5.1 レーザ光透過率の維持
プロセスを通過するレーザ光の透過率は、保守やトラブルシューティングで最も重要な値です。

通常運転の状態では、透過率は以下の影響を受けます。

・ 発光部および受光部のアライメント調整不良（光軸調整）

　「6.3.2 透過率が低下した時のトラブルシューティング」を参照ください。

・ 窓の汚れ

　プロセス中に固体・液体が存在するアプリケーションでは、窓パージを推奨します。

　「3.13 パージ配管」を参照ください。

・ プロセス中の粒子状物質

　プロセス中の粒子状物質は、レーザ光をある程度阻害します。粒子状物質が存在するプロセス

において、性能を最大限にするためには、アライメント調整（光軸調整）を最適にし、窓を清

浄にすることが重要となります。

5.1.1 窓の洗浄

重　要

・窓の材質は BK-7 等光学ガラス製ですので、破損には十分注意してください。

・プロセスガス組成により、窓部および周辺に有害物質が付着している可能性がありますので、　    

   十分ご注意ください。

窓パージ供給ラインが正しく設置されていれば、通常の運転条件下では窓が汚れることは殆どあ

りません。窓の汚れは、以下のような条件で発生します。

・ 窓パージガス流量および圧力不足により、汚れた測定ガスが窓に接触し、汚れが付着します。

・ プロセス窓が高温の場合、窓に結露が付着する場合があります。

・ 窓に品質劣化の原因となるガス（標準 BK-7 硼珪酸クラウンガラス上のフッ化水素など）が接触。

・ パージガス設備の粒子状物質や、油などによる汚染。

窓が汚れたときは、以下の方法で洗浄してください。

・ 電源をOFF にします。

・ 分析計をプロセスから外します（必要に応じて、プロセスから分離する）。

・ 最初に、清浄で乾燥した計装空気またはN2 ガスを加圧供給して、粒子状物質を吹き払います。

・ 温水と低刺激性石鹸洗剤を使い、窓表面を傷つけないような柔らかい布で優しく拭きます。

・ 再度、清浄で乾燥した計装空気、またはN2 ガスを加圧供給して表面に吹き付け、乾燥させます。

・ さまざまな角度から窓の表面を入念にチェックし、汚れが十分に落ちて使用できる状態にある

ことを確認します。

・ 窓がきれいにならない場合、窓アセンブリを新しいものに交換してください。

・ 窓の表面がエッチングされている場合、フッ化水素など腐食性ガスで汚染された可能性があり

　ますので、新しい窓アセンブリと交換してください。
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窓表面：ここを洗浄します

図 5.1 窓洗浄

050102J.ai

（ｂ）

（ｂ）（ａ）

窓用オフセットねじの位置

所定位置に正しく取り付けられているO－リング

（ｂ）

図 5.2 窓の交換

5.1.2 窓の交換
窓の交換が必要な場合、以下の手順に従って作業してください。
・ 分析計の運転を停止し、電源をOFF にします。レーザが停止したことを確認してください。
・ 発光部または受光部をプロセスインタフェースから取り外します。固定ねじ（六角穴付ボルト）
（5/32 インチ六角レンチを使用）の 1個（ａ）を外し、残り 3個（ｂ）を緩め、発光部または
受光部を回し、引っ張って取り外します。

・ 4 個の止めねじ（3/32 インチ六角レンチ、T形ハンドルを使用）とロックワッシャを、クイッ
クコネクト本体内部に埋め込まれている窓ホルダから外します。

・ 交換する窓を外します。
・ 新しい窓が取り外した窓と同じ仕様であることを確認してください。標準窓は、肉厚 6.35mm、
楔形、BK-7 硼珪酸クラウンガラス、ステンレス製止め輪取り付けです。

・ 窓ホルダアセンブリは、取り付け穴の配置により設置方向が決まっています。
・ Oリングも同時に、同じ仕様の新しいものと交換してください。標準Oリングの材質は、テフ
ロン被覆バイトンですが、アプリケーションによっては、違う材質のものが必要となります。
仕様をご確認ください。

・ 新しい Oリングを正しい位置に取り付け、窓部が直接Oリングに当たる方向で慎重に新しい
窓ホルダを取り付けて下さい。

・ T 形ハンドルレンチを使って 4個のねじをゆっくりと締めます（ロックワッシャが適切な位置
にあることを確認してください）。各トルク荷重が均等になるように、各ねじを 1/4 回転ずつ
順番に締めてください。

・ねじをしっかりと締まるまで手で締めます（ねじがしっかりと締まっていれば、図 5.2 のよう
に T形レンチのシャフトは、約 1/4 回転ねじれます）。
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                   表 5.1　 TDLS200　保守部品リスト表
部品番号 部品名 用　途 個　数
K9745GA Process interface to Analyzer Connection O-ring

(TEV: Tefl on Encapsuleted Viton)
プロセスインタフェース部のダブルO-RING (TEV)　

アライメントフランジと
発光部・受光部接合部分に
使用

1パック
4ケ入

K9745GB Analyzer to Process Window O-ring
(TEV: Tefl on Encapsuleted Viton)
プロセス窓シール用O-RING (TEV)

発光部・受光部のプロセス
窓接合部に使用

1パック
2ケ入

K9745GC Analyzer to Process Window O-ring (KALREZ)
プロセス窓シール用O-RING（カルレッツ）

プロセス絶縁フランジ、フ
ローセルおよび発光部 *・
受光部 *のプロセス窓接合
部に使用

1パック
2ケ入

K9745GD Process Interface to Analyzer Connection Fastener
10-32SS Nyl. Patch Allen Cap Head
プロセスインタフェース部　No10-32SS　
六角穴付きボルト

アライメントフランジと
発光部・受光部接合部分に
使用
( クイックコネクト部分）

1セット
8本

K9745GE Analyzer to Process Window Fastener
8-32SS Allen Button Head & Lock Washer
プロセス窓部取付ねじ　No8-32SS　
六角穴付きボルト

発光部・受光部の
プロセス窓接合部に使用

1セット
8本

K9745GF Window Holder Assembly (BK-7 & Stainless)
プロセス窓：BK-7

発光部・受光部のプロセス
窓

1セット
1個

K9745GG Window Holder Assembly (Sapphire & Stainless)
プロセス窓：Sapphire

プロセス絶縁フランジ、フ
ローセルおよび発光部 *・
受光部 *　のプロセス窓

1セット
1個

K9745GH Enhanced fl owcell to Alignment fl ange for Enhanced 
fl owcell connection O-ring (Viton)
フローセルとフローセル用アライメントフランジ間
のO-Ring　( バイトン )

フローセルとフローセル用
アライメントフランジ接合
部に使用

1セット
1個

* アプリケーションにより、別途対応とさせていただくことがあります。
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5.2 データの記録・保存・検索
TDLS200 レーザガス分析計には、豊富なデータ報告機能が備わっています。全データは、テキ

ストファイルで分析計に保存されており、分析用スプレッドシートに取り出すことができます。

 保存されるデータ：
・ 結果：各測定のガス濃度、透過率、診断データの保存

・ スペクトル：設定周期ごとの記録、警告時や故障時（濃度値を含む）の記録、ユーザインタフェー

スでの手動による記録

・ 校正履歴：各校正・バリデーション時に保存

・ 警報故障履歴

・ イベント履歴：システム設定変更など

全データは分析計の USB メモリ（分析計に接続）、RIU、イーサネット接続でダウンロード

ができます。

詳細は、「7. データファイルと形式」を参照ください。
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5.3 バリデーション・校正
TDLS200 レーザガス分析計のバリデーションや校正には、さまざまな方法があります。通常は、
オンライン（適切な設定が必要）または、オフラインによる分析計の定期バリデーションを推奨
します。実際の校正は、バリデーション時に一部の性能基準が満足されない場合にのみ行うもの
で、必ず当社サービスにご連絡下さい。
バリデーション・校正の方法を以下の表 5.2 に示します。 

表 5.2 バリデーション・校正
設置形式 オンライ /

オフライン
校正 /

バリデーション
自動 /
手動

分析計の
取外し

対象ガス
使用領域

操　作

直接設置方式

オンライン

校正 ― ― ― 実施不可

バリデーション

手動

不要 分析計内蔵チェック
フローセル

チェックガスを手動で
導入し、ユーザインター
フェースで手動操作

自動

チェックガスを自動で
導入 (適切な設備、
バルブが必要）
設定した開始方法で自
動実行

オフライン

校正 手動

必要

校正セル
ゼロ・スパンガスを手
動で導入
ユーザインタフェース
で手動操作

バリデーション

手動 校正セルまたは分析計
内蔵チェックフロー
セル

チェックガスを手動で
導入
ユーザインタフェース
で手動操作

自動

フローセル・
バイパス連結
方式

オンライン

校正 ― ― ― 実施不可

バリデーション

手動

不要

分析計内蔵チェック
フローセル

チェックガスを手動で
導入し、ユーザインター
フェースで手動操作

自動 チェックガスを自動で
導入 (適切な設備、
バルブが必要）
設定した開始方法で自
動実行

オフライン

校正

手動 フローセルまたは
バイパス配管

ゼロ・スパンガスを手
動で導入し、ユーザイ
ンターフェースで手動
操作

自動 フローセルまたは
バイパス配管

ゼロ・スパンガスを自
動で導入
(適切な設備、バルブが
必要）
設定した開始方法で自
動実行

バリデーション

手動

分析計内蔵チェック
フローセル

チェックガスを手動で
導入し、ユーザインター
フェースで手動操作

フローセルまたは
バイパス配管

チェックガスを手動で
導入し、ユーザインター
フェースで手動操作

自動

分析計内蔵チェック
フローセル

チェックガスを自動で
導入 (適切な設備、
バルブが必要）
設定した開始方法で自
動実行

フローセルまたは
バイパス配管

チェックガスを自動で
導入 (適切な設備、
バルブが必要）
設定した開始方法で自
動実行
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5.3.1 オンラインバリデーション
オンラインバリデーションは、測定ガス濃度が安定した条件下において、測定ガスの濃度測定を
続けながら内蔵チェックガスフローセルを使って、既知濃度のガスを加えて行います。バリデー
ション用（またはチェック用）ガスを加えるときに管理される（または既知であることの）条件
を以下に示します。
・ 導入されるチェックガスの圧力

・ 導入されるチェックガスの温度

・ チェックガスが導入されるセルの長さ

・ 導入されるチェックガスの濃度

基本操作を以下に示します。

・ 測定ガスの濃度値を分析計に記録します。

・ 既知濃度のチェックガスを導入します。

・ 既知のバリデーションパラメータを入力します。

・ チェックガスフローセルをしばらくパージしてから、2回目の読取値を分析計に記録します。

・ 最初に充填してあったパージガス（通常、N2 ガス）を再導入します

・ チェックガスフローセルをしばらくパージしてから、3回目の読取値を分析計に記録します。

・ プロセス濃度値の前後が平均化され、既知パラメータから「追加」分の期待値が計算さます。
期待値と実際の値が比較され、バリデーションの合否（PASS または FAIL）が判定されます。

重　要

オンラインバリデーションはプロセスが比較的安定しているときに実施してください。プロセス

によっては非常に動的なものがあります。できる限りプロセスが安定している間にバリデーショ

ンを実施することで、バリデーションの意義が確保されます。

注　記

バリデーションとは、分析計のパフォーマンス確認です。

既知濃度の標準ガスを用いて、校正チェックを行うことです。

5.3.2 手動オンラインバリデーション
手動オンラインバリデーションでは、内蔵オンラインチェックガスフローセルを標準パージガス

（通常、N2 ガス）、またはチェックガス（酸素計の場合、計装空気が使用可能）のいずれかでパー

ジできるように適切なバルブ、管、管継手が必要です。下図に流路を示します。

050401J.ai

排気

オンラインチェックガス
フローセル入口
最大圧力0.02MPa
通常流量<2L/min

機器パージN2
ガス入口
通常流量<2L/min

NO NC

C

図 5.3 手動オンラインバリデーション（バルブ手動差動）
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手動オンラインバリデーションはユーザインタフェース（コンピュータ ＋ VNC ソフトウェア）

より、以下の手順に従って操作してください。

Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→ "Track" を選択し、"→ボタン "

→ "Calibrate & Validate" を選択し、"Enter キー " → "Online Valaidation" を選択し、"Enter キー "

→ "Check Gas 1" もしくは "Check Gas 2" を選択し、"Enter キー "

→ "Manual" を選択し、"Enter キー "

チェックガスが供給可能であることを確認します。

ここでは、まだ供給を開始しないでください。この時点

では、内蔵オンラインチェックガスフローセルに標準

パージガス（通常N2 ガス）が流れています。

[Enter キー ] を押して、セルにチェックガスを流します。

画面の指示に従って、オンラインチェックガスフローセ

ル内のガス圧力を入力してください。セルには排気口が

ついているため、通常、大気圧 101.3 kPa を入力します。

[Enter キー ] を押して進みます。

オンラインチェックガスフローセル内のガス温度を入力

してください。

通常、セルの温度は周囲と同じです。温度計、熱電対付

DVM、制御室との無線通信などから、周囲温度読取値を

入手してください。

[Enter キー ] を押して進みます。

オンラインチェックガスフローセルの長さは、すでに入

力（初期値）されており、11.5 ～ 14.0 cm 程度の値になっ

ています。

[Enter キー ] を押して進みます。

050402J.ai

050403J.

1.01.0
Enter check gas pressure(kPa)

101.3

050404J.ai

Enter check gas pressure (kPa)
1.0

Enter check gas temperature (℃)
26.0

050405J.ai

Enter check gas pressure (kPa)

Enter check gas temperature (℃)

1.0

26.0
Enter check gas lengh (cm)

12.5

101.3
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チェックガスの濃度を入力してください。校正ガスボン

ベを使用する場合は、ボンベに付いている認証ラベルと

使用期限を確認してください。

[Enter キー ] を押して進みます。

読取値が安定するまで待ちます。

多くのプロセスは動的であり、内蔵チェックガスフロー

セルのチェックガスによる完全パージの時間は、作業者

の判断で決めてください。切換弁の位置にもよりますが、

通常 1分以上かかります。

[Enter キー ] を押して進みます。

最初に充填されていたパージガス（通常N2 ガス）を再度

流し、読取値が安定するまで待ちます（チェックガスフ

ローセルから、チェックガスがパージされます）。

[Enter キー ] を押して進みます。

画面上の結果をチェックしてください。結果に問題がある

場合は、バリデーションを必要に応じて、再度実施して

ください。

050406J.ai

Enter check gas pressure (kPa)

1.0

26.0
Enter check gas lengh (cm)

Enter check gas temperature (℃)

12.5

101.3

Check gas H2O concentration (ppm)

050407J.ai

050408J.ai
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5.3.3 自動オンラインバリデーション
自動オンラインバリデーションでは、内蔵オンラインチェックガスフローセルを標準パージガス

（通常、N2 ガス）、またはチェックガスのいずれかでパージできるように、適切な自動弁（電磁弁

や空気圧作動弁）、管、管継手が必要です。

分析計では、最大定格 10 W、24 V DC 電磁弁 1個（オプションの外付け型、またはお客様手配）

の駆動が可能です。通常、自動オンラインバリデーションは、以下のいずれかの方法で行います。

・ 三方電磁作動弁でパージガス（通常N2 ガス）と、チェックガスの直接切換え

・ 三方電磁弁による三方ボール弁（空気圧作動）の作動

・ 三方電磁弁による Swagelok T シリーズ、Parker R-Max、NESSI プラットフォームなどの連成

弁（空気圧作動）の作動

050410J.ai

排気

オンラインチェックガス
フローセル入口
最大圧力0.02 MPa
通常流量<2 L/min

機器パージ
N2ガス入口
通常流量<2 L/min

NO NC

C

SOV

図 5.4 自動オンラインバリデーション（電気電磁弁）

050411J.ai

排気

オンラインチェックガス
フローセル入口
最大圧力0.02 MPa
通常流量<2 L/min

機器パージ
N2ガス入口
通常流量<2 L/min

NO NC

C

SOV

NO NC

C

vent

計装空気またはN2

図 5.5 自動オンラインバリデーション（空気電磁弁）

重　要

自動バリデーション操作を実行する前に、すべての設定が正しいことを確認してください。



＜ 5. 保守＞  5-10

IM 11Y01B01-01

■ バリデーションの開始
一連の自動バリデーション動作を開始させるには、以下の方法があります。

・ リモート接点：

 分析計による無電圧接点 1組のモニタリングが可能。接点は通常DCS 側にあるか、または簡易

スイッチが分析計の近くにあります。リモート接点（またはスイッチ）の復帰電圧（分析計によっ

て生じる24 V DC）が、連続してモニタリングされます。接点が閉になると、復帰電圧が検知され、

自動バリデーション動作が開始します。

・ ローカルユーザインタフェース：

 TruePeak ソフトウェア（VNCソフトウェア搭載コンピュータ、または 6.5 インチ表示器＋キー

パッド経由）で、自動バリデーション動作を開始させることが可能。この場合、オペレータは

分析計側で操作します。

・ プリセットタイマ：

 TruePeak ソフトウェアでユーザが設定した開始指定時刻に基づいて、自動バリデーション動

作が自動的に開始します。

・ URD ＋ VNC搭載コンピュータ：

 TruePeak ソフトウェアによりVNCソフトウェア搭載コンピュータから、自動バリデーション

動作を開始させることが可能です。オペレータは、URDフィードスルー基板上のイーサネット

ポートに接続したコンピュータを使ってURDで操作します。

・ RIU

　TruePeak ソフトウェアにより、自動バリデーション動作を開始させることが可能です。この

場合、オペレータは RIU で操作します。

● 自動バリデーション開始の選択
Main Menu より、以下の手順で設定・実行します。

Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→ "Track" を選択し、"→ボタン "

→ "Calibrate & Validate" を選択し、"Enter キー " → "Online Valaidation" を選択し、"Enter キー "

→ "Check Gas 1" もしくは "Check Gas 2" を選択し、"Enter キー "

→ "Automatic" を選択し、"Enter キー "

 1) 自動バリデーション開始の方法を以下から選択します。

(a) Local Initiate：選択すると、自動オンラインバリデ
　  ーションが開始します。

　“Settings” (● Settings の項を参照 ) は、現在の設定
に基づいて実行されます。

(b) Remote Initiate：発光部内の TB2 の上にある 
     Remote Initiate 接点のモニタリングの有効 /無効で  

     実行されます。

　 有効の場合、接点が「閉」になると自動的にオンラ

インバリデーション動作が、実行されます。

(c) Time Initiate：オンラインバリデーション動作を自
　  動開始させる時刻（1日 1回、週 1回、2週に 1回、

　  4 週に 1回）を入力します。



IM 11Y01B01-01

 ＜ 5. 保守 ＞ 5-11
<Local Initiate>
1-a-1) Local Initiate を選択します。

1-a-2) [9 ボタン ] を押すと “Settings” は、現在の設 

           定 に基づいて実行されます。

<Remote Initiate>
1-b-1) Remote Initiate を選択します。

1-b-2) Remote Control する Channel を選択します。

 （通常、Channel 1* を使用します。）

＊  Channel 1：ON-LINE CHECK

      Channel 2：ZERO CHECK

      Channel 3：SPAN CHECK

<Time Initiate>
1-c-1) Time Initiate を選択します。
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1-c-2) オンラインバリデーション動作を自動開始さ

　　　せる時刻を設定します。

　(1) 1 日 1回実施する場合 “Once every day” を

　　　選択します。

　オンラインバリデーション動作の開始時間を設定し

　ます。

　New の空欄部分に “hhmm” ＝「○○時□□分」に

なるように、4桁の数字を入力してください。

　入力後、[Enter キー ] を押すと 1-c-1) の画面に戻り

ます。

(2) 1 週間に 1回実施する場合 “Once every week" を

　  選択します。

　オンラインバリデーション動作を開始する曜日・時

　間を設定します。

　Newの部分に、“dhhmm” =「△曜日○○時□□分」

となるように、5桁の数字を入力してください。

　入力後、[Enter キー ] を押すと 7-c-1) の画面に戻り

ます。

　　※注：曜日は、以下の数字が割り振られています。

 0 Sunday：   日曜

　 1 Monday：   月曜

 2 Tuesday：   火曜

 3 Wednesday： 水曜

 4 Thursday：  木曜

 5 Friday：   金曜

 6 Saturday：   土曜
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(3) 2 週間に 1回実施する場合 “Once every 2 weeks”

　 を選択します。

　オンラインバリデーション動作を開始する 曜日・時

　間を設定します。

　New の部分に “dhhmm” =「△曜日○○時□□分」

となるように、5桁の数字を入力してください。

　入力後、[Enter キー ] を押すと 1-c-1) の画面に戻り

ます。

　※注：曜日は、以下の数字が割り振られています。

　    日曜＝” 0” , 月曜＝” 1” , 火曜＝” 2” , 水曜＝” 3”

       木曜＝” 4” , 金曜＝” 5” , 土曜＝” 6”

       それ以外の数字は、無効となりますので、ご注意く

　　ださい。

(4) 4 週間に 1回実施する場合 “Once every 4 weeks”

　　  を選択します。

　オンラインバリデーション動作を開始する曜日・時

　間を設定します。

　New の部分に “dhhmm” =「△曜日○○時□□分」 

となるように、5桁の数字を入力してください。

　入力後、[Enter キー ] を押すと、7-c-1) の画面に戻

ります。

　※注：曜日は、以下の数字が割り振られています。

　　　 日曜＝” 0” , 月曜＝” 1” , 火曜＝” 2” , 水曜＝” 3”

       　 木曜＝” 4” , 金曜＝” 5” , 土曜＝” 6”

       それ以外の数字は、無効となりますのでご注意くだ

　　 さい。
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(5) Off にする場合 “Off” を選択します。

         [Enter キー ] を押すと 1-c-1) の画面に戻ります。

● Settings
自動バリデーションを行う場合は、いくつかの重要なパ
ラメータを、あらかじめ設定しておく必要があります。
パラメータは正しく設定してください。設定が不適切な
場合、正しいバリデーション結果を得られないことがあ
ります。
< 設定するパラメータ >
a) Check Gas Concentration：

   オンラインチェックガスフローセル内のガス濃度を

入力してください。

b) Check Gas Pathlength：

　チェックガスフローセルの長さを入力してください。

c)Check Gas Temperature:

　FixedまたはActiveのどちらかを、選択してください。

　・Active を選択した場合、画面上の指示に従ってく
　ださい。
　・Fixed を選択した場合、オンラインチェックガス
　フローセル内のガス温度を入力してください。　
　通常、セルの温度は周囲と同じです。自動バリデー
　ション時には、必ずここで入力した温度が使用さ
　れます。
　　自動バリデーションが実行されるとき（日中、夜等）
　　の代表的な値を設定してください。
d) Check Gas Pressure：

　　オンラインチェックガスフローセル内のガス圧力を入力してください。セルには排気口が付

　いているため、通常、大気圧 101.3 kPa を入力します。

e) Valve Selection：

　　チェックガスを流すために電磁弁駆動させるValve を選択します。

f) Check Gas Purge Time：

　　チェックガスフローセルをチェックガスでパージする時間を入力します。

g) Normal Gas Purge Time：チェックガスフローセルを通常ガス（一般にN2 ガス）で、パージ

する時間を入力します。

h) Analog Output Mode：

　　オンラインチェック時のアナログ出力（4～ 20 mA）の状態を選択します。

　　(Block, Track, Hold)
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< 各種パラメータ設定方法 >
a) Check Gas Concentration 

a-1) Check Gas Concentration を選択してください。

a-2) チェックガスの濃度を入力してください。
    　 [Enter キー ] を押すと” Settings” の画面に戻ります。

b) Check Gas Pathlength

b-1) Check Gas Pathlength を選択してください。

b-2) チェックガスフローセルの長さを入力してく

　　ださい。

[Enter キー ] を押すと” Settings” の画面に戻ります。
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c) Check Gas Temperature

c-1) Check Gas Temperature を選択してください。

c-2) チェックガスの温度を [ ↑キー ] または [ ↓キー ]

　　で、Fixed（固定値）か Active ambient（周囲温度）

　のどちらかを選択します。

 　　　Fixed（固定値）を選択した場合、温度の値を入

　　　力してください。

　　　[Enter キー ]を押すと”Settings”の画面に戻ります。

d) Check Gas Pressure

d-1) Check Gas Pressure を選択してください。
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d-2) オンラインチェックガスフローセル内のガス圧力

　　を入力してください。セルには、排気口が付いて

　いるため、通常、大気圧 101.3 kPa を入力します。

　　　[Enter キー ] を押すと”Settings”の画面に戻ります。

e) Valve Selection

e-1) Valve Selection を選択してください。

e-2) 使用するバルブを選択してください。

　　[Enter キー ] を押すと”Settings”の画面に戻ります。

f) Check Gas Purge Time

f-1) Check Gas Purge Time を選択してください。

f-2) チェックガスフローセルを、チェックガスでパー

　　ジする時間を設定してください ( 秒単位 )。

　　[Enter キー ] を押すと”Settings”の画面に戻ります。
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g) Normal Gas Purge Time

g-1) Normal Gas Purge Time を選択してください。

g-2) チェックガスフローセルを、通常ガス (N2 ガス ) で

　　パージする時間を設定してください ( 秒単位 )。

　　[Enter キー ]を押すと”Settings”の画面に戻ります。

h) Analog Output Mode

h-1) Analog Output Mode を選択してください。

h-2) オンラインチェック時のアナログ出力状態を選択

　　します（Block、 Track、 Hold）。

　　Block：オンラインチェック時に 3.8 mA を出力　

　　　　  します。

　　Track：オンラインチェック時も測定値を出力し　

　　　　  ます。

　　Hold：現在の出力値をホールドします。

　　[Enter キー ] を押すと” Settings” の画面に戻ります。
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5.3.4 オフライン校正とオフラインバリデーション
オフライン校正またはオフラインバリデーションを行う場合、発光部と受光部をそれぞれのプロ

セスインタフェースから外し、オフライン校正セルに接続します。分析計がフローセル方式で取

り付けられている場合は、そのままオフラインモードでバリデーション・校正を実施することが

可能です。

050414J.ai

図 5.6 オフラインバリデーション・校正用の接続例

プロセスから発光部・受光部を取り外す前に、過剰な圧力（測定ガスまたはパージガス）の放出や、

分析計への負荷を避けるために、測定ガスと窓パージガスが適切に分離されていることを確認し

てください。

注　意

・分析計に衝撃を与えないでください。レーザに永久的損傷を与える恐れがあります。

・校正作業中に、電源が入った状態で発光部を取り外さないでください。

■ オフライン校正

● 準備
校正作業を行う際、以下に示す器材、ゼロガス (N2)、スパンガスの準備を行ってください。

工具・器材 数　量 備　考
校正セル 1 K9745DP
発光部・受光部間ケーブル 1 校正時に使用
24V DC電源用ケーブル 1 校正時に使用
バルブ駆動用ケーブル 必要数 必要時
24V電源 1 電流：5A以上
1/4インチ配管 数m テフロンまたはステンレスチューブ
1/4インチフェルールセット 必要数 配管取合いに使用
圧力調整器（レギュレータ） 1 ボンベ本数による
1/4インチ配管プラグ 2 校正セル用
三方切換弁 必要数 必要時
温度計 1 必要時
圧力計 1 必要時
エタノール 必要数 プロセス窓洗浄時に使用
ウェス 必要数 プロセス窓洗浄時に使用
梱包用パッキン 必要数 発光部・受光部の保護用
ダンボール 必要数 発光部・受光部の保護用
継手 必要数 1/4インチ、必要時
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● 作業手順
スパン校正（ゼロ校正）は、以下の手順に従って実施してください。

1. 分析計電源をOFF

2. プロセスからの分析計取り外し

3. 窓の汚れ確認・清掃（プロセス窓が汚れている場合）

4. 校正セルへの取り付け

5. 指示値の確認（必要に応じてスパン値校正）

6. 校正セルから分析計の取り外し

7. プロセスへの分析計取り付け

8. 指示値の確認（設定値変更、最終確認）

注　意

1. プロセスガスが正圧の場合、分析計をプロセスから遮断し、窓パージガスを止め、プロセス窓

　に過剰な圧力がかからないようにしてください。

2. プロセスガスが負圧の場合、分析計をプロセスインターフェースから外す時に、外気がプロセ   

　ス・煙道に引き込まれることに注意してください。

3. 取り外す直前に以下の設定値、プロセスの状態を記録してください。

a. パス長

b. プロセスガス圧力（設定が Fixed になっているときのみ記録）

c. プロセスガス温度（設定が Fixed になっているときのみ記録）

d. 透過率

　e. レーザ温度 (LT)

● 分析計電源OFF
「4.2  シャットダウン」の手順に従い、分析計の電源をOFF にします。

● プロセスからの分析計取り外し
1. プロセス用窓パージ用および、光学パージ用のN2 ガス ( 計装空気）を止めます。

　分析計内部（光学パージ）およびプロセス窓と、ボールバルブ間に圧力がかからないようにし

　てください。

2. 内部の残圧がないことを確認後、プロセス側と分析計を遮断します。（ボールバルブなどを閉

　めます。）

　プロセス側と分析計側を遮断するものがない場合は、プロセスが完全に停止していることを確

　認後、取り外しを開始してください。プロセスと分析計を遮断するものがなく、かつ、プロセ

　スが稼働しているときに分析計を取り外そうとすると、プロセスガスが噴き出てくる可能性が

　ありますので行わないでください。

3. 分析計に接続している配管を取り外します。（校正作業後に、再設置が容易にできるように、マー

　キングをお願いいたします。）

　なお、取り外した箇所の分析計ポートおよび配管フェルール部分は、傷がつかないようにビニー

　ルテープなどで保護してください。
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4. 配線を取り外します。

注　意

校正作業後、再設置が容易にできるように、マーキングをお願いいたします。

　この時、配線が短絡しないように注意してください。

　取り外した配線は、1本ずつビニールテープなどで絶縁・保護し、ケーブルに負荷がかからな

　いようにまとめてください ( 配線については、図 5.9 を参照）。

5. 分析計（発光部および受光部）を取り外します。

　配管および配線を確実に取り外したことを確認し、この作業を実施します。

　取り外した発光部および受光部に傷がつかないように（特にプロセス窓、表示器）、梱包用パッ

　キンなどで覆い、ダンボールの上に置くなどの手順で作業を進めてください。

(1) 取り外した分析計（発光部・受光部）を置くダンボールや、梱包用パッキンなどを用意しま す。

(2) 発光部を取り外します。

 六角レンチ（5/32 インチ）を使用し、下図のクイックコネクトの右下のねじのみを取り外し、

その他のクイックコネクト部分 ( 左上、右上、左下）を緩めて、発光部を取り外してください。

　このとき、取り外したクイックコネクトのねじは、紛失しないように注意してください。

(3) 次に受光部を取り外します。

 取り外す方法は、発光部のときと同様の手順で実施してください。

030602J.ai

アライメント調整ナット（8個）

クイックコネクト

ベローズシール

ナット（4個）

機器取付フランジ

プロセスフランジ

窓パージ入口（2個）

発光部または受光部 アライメントフランジ プロセスフランジ

図 5.7  クイックコネクトの位置　　　　　　　　　　　　　　　　図 5.8   取り外し後

(4) 六角ネジの頭がそれぞれの開口部の位置に合うまでゆっくりと左回りに受光部を回します。

少しねじるようにして受光部をフランジから引き離します。このとき、Oリングを損傷しな

いように注意してください。

注　意

パージ配管から漏れがあると、正しい結果が得られない可能性があります。



＜ 5. 保守＞  5-22

IM 11Y01B01-01

専
用
ケ
ー
ブ
ル

TB

12345678

TB8
1
2
3
4
5
6

TB6
1
2
3
4

TB1
1
2
3
4

TB7
1
2
3
4
5
6
7
8

TB4
1
2
3
4
5
6

TB5
1
2
3
4
5

TB3
1
2
3
4
5
6

TB14
1
2
3
4

TB2
1
2
3
4
5
6

TB9
1
2
3
4
5
6

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

お
客
様
ご
用
意

図 5.9 配線図
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● プロセス窓汚れ確認・清掃（プロセス窓が汚れている場合）
プロセス窓が極度に汚れている場合、校正に影響をおよぼす可能性がありますので、以下の手順

で汚れの有無を確認し、必要に応じて清掃してください。

1. プロセス窓表面の汚れの有無を確認してください。

図 5.10   分析計に設置されたプロセス窓

2. プロセス窓が汚れていた場合、図5.11に示すようにウェスなどに洗浄液（アルコール (エタノー

　ル））を含ませ、汚れを拭き取ってください。

注　意

汚れによっては、プロセス窓表面を傷つける可能性があります。

プロセス窓表面が傷つかないように、細心の注意を払って作業を実施してください。

図 5.11   洗浄
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● 校正セルへの取り付け
1. 発光部・受光部の取り付け

　次に示す手順で、校正セルに発光部・受光部を取り付けます。（取り付け順：受光部→発光部）
　

注　意

取り付け順を間違えると、発光部側に傾く可能性がありますので、ご注意ください。

050414J.ai

　　　・校正セルへの取り付け

1. 左上、右上、左下に 3個の六角ねじがあり、受光部のクイックコネクトが取り

付けられるよう、緩んでいることを確認してください。受光部をオフライン校

正セルの片側に取付けます。組立て中にOリングが損傷したり、切断したりし

ないように注意しながら、受光部をOリングの上に慎重に取り付けてください。

分析計を回して垂直位にします。3個のねじを締めてください。このとき完全

には締めず、仮締め状態にします

2. 右下位置に、六角穴付きねじを差し込み締めます。ここで、他のねじもすべて

締めます。

3. 同じように発光部を取り付けてください。取り扱いには十分に注意してくださ

い。

取り付ける前に緩んでいることを確認

取り外すクイックコネクト 取り外した後

図 5.12    校正セル
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発光部 校正セル 受光部

図 5.13    オンライン校正セル

2. 配線の接続

　以下のケーブルを接続してください。

　　(1) 発光部 - 受光部間ケーブル（TB7-TB13)

　　(2) 電源ケーブル（TB1)：24V DC 電源 

　　(3) バルブ駆動用ケーブル（TB３)：バルブ駆動　定格 24V DC、最大１Aバルブ駆動１　　

　　　 を使用する場合は、TB3-1（+24V)、TB3-2（COM）に接続します。）

　　　 ただし、手動で操作するときには、このバルブ駆動用ケーブルは不要です。

適切なユーザインタフェースを使って透過率をチェックし、正しく設置、アライメント調整

されていることを確認してください。（透過率が 10％以上あれば、スパン校正は可能です。）

注　意

・ 校正セルに取付けた場合、アライメント調整の方法はありません。

・ スパン校正時は、校正ガスを封入したのち、指示値が十分に安定してからスパン校正を実施し

　てください。指示値が安定しない状態でスパン校正を実施すると正しい測定値が得られない可

　能性があります。
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3. 配管の接続

　校正セルに設置した場合、下図に示すように「レーザーモジュール」、「チェックガスフロー　

　セル」、「オフライン校正セル」、「受光部モジュール」の 4つの空間に区切られます。それぞれ

　の空間に、目的に沿ったガスを流す必要があります。

N2（ゼロ点確認）または
スパンガス（スパン確認・校正）N2 N2

図 5.14     配管接続

　配管はステンレスチューブ、またはテフロンチューブを使用して行います。

　（配管接続例を以下に示します。）

　(1)「レーザーモジュール」、「チェックガスフローセル」、「受光部モジュール」は、ゼロガス（N2
　　  ガス）を流すようにします。（配管 A参照）

 流量：<2 L/min、最大圧力：0.02 MPa

　(2)「オフライン校正セル」には、ゼロガス (N2 ガス ) またはスパンガスを流すようにします。（配

　　  管 B 参照）

 流量：<2 L/min、最大圧力：0.02 MPa

　 排気排気

配管 A 封止

配管 A 配管 B
N2 ガス
最大圧力：0.02MPa
通常流量＜2L/ｍｍ

ゼロガス (N2) またはスパンガス
最大圧力：0.02MPa
通常流量＜2L/ｍｍ

煙道内返送（COガス）

　注：それぞれの配管を接続後、スヌープなどによるリークチェックを実施してください。
             ( ガスは N2 であること）

図 5.15.　配管接続例

注　意

パージ配管から漏れがあると、正しい結果が得られない可能性があります。
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■ 指示値の確認

1. 電源投入前に、以下の項目を確認してください。

　(1) 発光部内部右下にあるシーソースイッチが、OFF になっていることを確認します。

　(2) 下記ガスが流れていることを確認します。

　1)「レーザーモジュール」、「チェックガスフローセル」、「受光部モジュール」→N2 ガス

　　　　　　　流量：<2 L/min、最大圧力：0.02 MPa 

　2)「オフライン校正セル」→ゼロガス（N2 ガス）

　 流量：<2 L/min、最大圧力：0.02 MPa 

2. 客先供給電源をONにします。 

3. 発光部内部 TB1 の 1、および 2の電圧が＋ 24V（±0.5V) あることを確認します。 

　→直流電圧測定に設定したテスターで確認します。

+ -

TB1-1 : +, TB1-2 : - でテスター
（直流電源測定にて設定）で確認

図 5.16 TB1 コネクタの位置

4. 発光部内部右下にあるシーソースイッチをONにします。( 図 5.19 参照）

5. 下記に示すボード上の LEDが、点灯していることを確認します。

*1：この LEDは FPGA と SBC 間の通信状態を表しています。

*1 左から 7番目の LED（赤）が4～ 6秒周期でON/OFF
1 個の LED（青）

20 個の LED（青）3個の LED

図 5.17 LED の点灯

6. 分析計の設定を変更し、画面を確認します。

　校正セルに封入しているガス（ゼロガス (N2 ガス )/ スパンガス）に対応した濃度を示している   

　かを確認するため、校正セルに取り付けた状態で設定を変更します。

　最初に校正セル内に封入されているガスをスパンガスに切り替えます。
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　<切替方法（Valve Control 使用時）(4-1-8 を参照）>

　　Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→ "Track" を選択し、"→ボタン " →　

　　"Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Valve Control" を選択し、"Enter キー " →

　　"Valve 1" を選択し、"Enter キー " → "Manual" を選択し、"Enter キー " → " 上下カーソルキー”

　　で Valve Control を「OFF：N2 ガス」から「ON：スパンガス」へ変更し、 "Enter キー "

　Valve Control を使用していない場合は手動でガスを切り替えてください。

　<確認する内容（■ソフトウェアの●Main Menu、● Advanced Menu を参照）>

　　・透過率 (Main Menu 画面にて）

　　・スパンガスの吸収ピーク

確認方法 1：Main Menu 画面→ Basic Menu → "Track" を選択し、"→ボタン " →  

　　　　　　"View Spectra" を選択し、"Enter キー " → "Absorption spectrum" を

　　　　　選択し、"Enter キー " →確認　

　　　　　　⇒ "Enter キー " で元に戻る

確認方法 2：Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力 → "Track" 

　　　　　　を選択し、" →ボタン " → "Configure" を選択し、"Enter キー " →      

　　　　　"Laser Spectra & Control" を選択し、"Enter キー " →確認

　　　　　　⇒ "Enter キー " で元に戻る

　　・パス長

確認方法：Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力 → "Track" を選 

　　　　択し、"→ボタン " → "Configure" を選択し、"Enter キー " → "Process 

　　　　Path Length" を選択し、→ [72.6 cm] を入力し、"Enter キー " を押す

　　　　（2回）→変更されたことを確認

　　　　　　　　　　　⇒ "Enter キー " で元に戻る

　　・プロセス圧力

確認方法：Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力 → "Track" を選

　　　　択し、"→ボタン " → "Configure" を選択し、"Enter キー " → "Process 

　　　　Pressure" を選択し、"Enter キー " →もし "Active" 設定のときは、　　

　　　　"Fixed" に変更し、"Enter キー " を押す (2 回 )

　　　　　　　　　　　⇒ "Enter キー " で元に戻る

　・プロセス温度 

確認方法：Main Menu 画面→ Advanced Menu → "1234" を入力 → "Track" を選

　　　　択し、"→ボタン " → "Configure" を選択し、"Enter キー " → "Process 

　　　　Temperature" を選択し、"Enter キー " →もし、以外の設定の時は、　

　　　　"Active Ambient" に変更し、"Enter キー " を押す

  　 ⇒ Esc キーで元に戻る

注　意

ゼロ・スパン値の確認は、分析計の電源をONにして1時間以上経過したあとに実施してください。
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7. ゼロ値の確認

　校正セルに封入しているガス（ゼロガス (N2 ガス )/ スパンガス）に対応した濃度を示している

　かを確認します。

　まず、校正セル内に封入されているガスをゼロガス（N2 ガス）に切り替え、ゼロ値を確認します。

　ゼロ値の確認は、分析計の電源をONにして 1時間以上経過し、かつ、ゼロガスを流し始めて

　から、温度、ゼロ値が安定した後に行います（目安として、温度：±2℃以下、ゼロガス濃度

　値が最低 10分間安定していること）。

　また、ゼロガス（N2 ガス）として、120 L 以上を準備してください。

注　意

このとき、ゼロ校正は実施しないでください。

ゼロ値の読取値が正しくない場合は、全てのデータ結果およびスペクトルが保存されていること

を確認し、ファイルを当社までお送りください。詳細な評価を行います。

8. スパン値の確認

　次に、校正セル内に封入されているガスをスパンガスに切り替え、スパン値を確認します。

　スパン値の確認は、分析計の電源をONにしてから 1時間以上経過し、かつ、スパンガスを流

　し始めてから温度、スパン値が安定してから行います（目安として、温度：±2℃以下、スパ

　ンガス濃度値が最低 10分間安定していること）。

　また、スパンガスとして、120 L 以上を準備してください。

注　意
もし、スパンの測定値が誤差範囲外の場合は、10. オフラインスパン校正を実施してください。 

誤差範囲以内の場合は、スパン校正を実施する必要はありません。

9. オフラインゼロ校正

　ゼロ値の読取値が正常でなく、詳細な評価の結果おいてゼロ校正が必要な場合、以下の手順で

　オフラインゼロ校正を実施します。

　Advanced Menu － Calibrate & Validate － Off-Line

　 Validations に入ります。

　Zero Calibration を選択します。

　Manual を選択します。
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　オフライン校正セル、チェックガスフローセルなど、レ

　ーザ光が通過する部分が、N2 ガスで十分に満たされて

　いることを確認します（図 5.15 配管接続例を参照）。

　読取値が少なくとも 1分間安定していることを確認し

　ます。

　ゼロ値を確認後、[Esc キー ] を押し、ゼロ校正をキャン 

　セルしてください。

　（Manual/Automatic/Restore 選択画面に戻ります。）
(注） ゼロ校正は実施しないでください。
　　　[9 ボタン ] を押すとゼロ校正が実施されます。

10. オフラインスパン校正

　スパン値が正常でない場合、下記に従ってオフラインスパン校正を行います。

　Advanced Menu － Calibrate & Validate － Off-Line 

　Calibration に入ります。

　Span Calibration を選択します。

　Manual を選択します。

　オフライン校正セル内に、スパン校正ガスを封入します。

　その他のレーザ光が通過する部分は、N2 ガスでパージさ

　れていることを確認します。（図 5.15 配管接続例を参照）

　次に、画面上の指示に従って、オフライン校正セル内

　のガス圧力、温度、セル長、濃度を入力し、[Enter キー ]

　を押します。

　最初に、オフライン校正セル内の圧力を入力し、[Enter

　キー ] を押します。

　（数値入力後、[Enter キー ] を押すと、次のパラメータ

　が現れます。）

050425 1 1

(kPa)
101.3
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　次に、オフライン校正セル内の温度を入力し、[Enter

　キー ] を押します。

　次に、オフライン校正セル内の温度を入力し、[Enter

　キー ] を押します。

　最後に、スパン校正ガスの濃度を入力し、[Enter キー ]

　を押します。

　読取値が、安定していることを確認します。

　読取値が、安定していることを確認後、以下のキーを

　押してください。

　　→　[9 ボタン ] を押すとスパン校正が実施されます。

　　この読取値が、スパン校正値として認識されます。

　　→　[Esc キー ] を押すとスパン校正がキャンセルさ

　　れます。

　　（Manual/Automatic 画面に戻ります。）

11. データの取得

　製品付属のUSB メモリにて、分析計データを取得してください。

050424-1-1

(kPa)
101.3

050425-1-1

(kPa)
101.3

050426-1-1

(kPa)

101.3

050427-1-1
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● 校正セルからの取り外し
1. 校正セル内に封入しているガスを、N2 ガスに切り替えます。

　<切替方法（Valve Control 使用時）>

　　メイン画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→ "Track" を選択し、"→ボタン "

　　→ "Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Valve Control" を選択し、"Enter キー "

　　→ "Valve 1" を選択し、"Enter キー " → "Manual" を選択し、"Enter キー "

　　→ " 上下カーソルキー "で Valve Control を「ON：スパンガス」から「OFF：N2 ガス」へ変更し、

　　"Enter キー "
注：Valve Control を使用していない場合は、手動でガスを切り替えてください。

2. 分析計の表示で、スパンガスの吸収ピークがなくなったことを確認後、全てのパージガス　　

　（N2 ガス ) を止めます。

3. 内部の残圧がないことを確認後、配管を取り外します。

4. 上記確認が完了後、シャットダウンの手順にしたがって、一度電源をOFF にします。

　→「4.2 節 シャットダウン」と同様の手順

5. 電源を OFF にしたことを確認し、配線を外します。

　→前記した 「5.3.4 項●プロセスからの分析計取り外し」と同様の手順
6. 校正セルから分析計を取り外します。（発光部→受光部の順で取り外します。）
　→前記した  「5.3.4 項●校正セルへの取付け オフライン校正セルの取り外し」と同様の手順
7. ユーティリティ盤の配管を元の状態に戻します。

　《取り外す配管》

　・配管【A】を取り外し、LASER PURGE N2 OUT の配管を接続

　・配管【B】を取り外し、PURGE/VALIDATION GAS OUT の配管を接続

　
注　意

取り付け順を間違えると、発光部側に傾く可能性がありますので、ご注意ください。

● プロセスへの分析計取付け 
分析計の取り外しと逆の手順で、順番に取り付けていきます。

　取り付ける順序としては、以下のとおりです。

　「受光部」→「発光部」→「配管（発光部・受光部）」

1. 受光部の取り付け（下図を参考に設置してください。）

030602J.ai

クイックコネクト

ベローズシール

ナット（4個）

機器取付フランジ

プロセスフランジ

窓パージ入口（2個）

発光部または受光部 アライメントフランジ プロセスフランジ

アライメントフランジ
角度調整用ナット（8個）

図 5.18 ANSI CLASS 150-3B インチ溶接金属ベローズ付フランジ、クイックコネクト付
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　アライメントフランジを購入した場合、図 5.18 に示す標準ボルト穴 (4 ヶ所）

を 通して、プロセスフランジにしっかりとボルト締めしてください。アライメ

ントフランジ取り付け後、以下の手順でアライメントフランジに発光部および

受光部をそれぞれ取り付けます。このとき、各取り付け部品を確実に取り付け

てください。

　(1)  アライメントフランジの発光部および受光部接続面に、六角穴付きねじ　

　　（No.10-32 インチ）が 3 個（左上、右上、左下）あることを確認してくだ

　　さい。まず、受光部をアライメントフラ ンジの片側 に取り付けます。組

　　み立て中に、Oリングが損傷したり切断したりしないように注意しながら、

　　受光部をOリングの上に慎重に取り付けてください。

　(2)  分析計を回して垂直位にします。3個のねじを締めてください。このとき

　　完全には締めず、仮締め状態 にします。

　(3)  右下位置に六角穴付きねじを差込み締めます。このとき、他のねじもすべ

　　て 締めます。

　(4)   同じように、発光部を取り付けてください。取り扱いには、十分に注意し

　　てください。

2. 発光部の取り付け

　受光部の取り付けと同様です。受光部よりも重量があるので、注意して設置し

てください。

3. 配管（発光部・受光部）の取り付け

　配管接続部に傷が付かないよう、注意して配管してください。

4. 配線の取り付け 

　それぞれのケーブルを取り外した箇所に取り付けます。

　ケーブル同士が短絡しないように、注意して配線してください。

● 指示値の確認
1. 電源投入前に、以下の項目を確認してください。

　(1) 発光部内部右下のシーソースイッチが、OFF になっていることを確認します。

　(2) プロセスフランジに、設置されているボールバルブを開けます。

　(3) 分析計パージガスおよびプロセス窓パージガスを流します。（スヌープなどによるリーク　

　  チェックを実施してください。）
　　注：ボールバルブを開く前に、N2 パージガスは流さないでください。

シーソースイッチ：「OFF」を確認

図 5.19 シーソースイッチの確認
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2. 客先供給電源をONにします。

3. 発光部内部の端子 TB1 の 1および、2の電圧が＋ 24V（±0.5V) あることを確認します。

→直流電圧測定に設定したテスターにて確認します。

+ -

TB1-1 : +, TB1-2 : - でテスター
（直流電源測定にて設定）で確認

4. 発光部内部右下のシーソースイッチをONにします。

5. 下記に示すボード上の LEDが、点灯していることを確認します。

*1：この LEDは FPGA と SBC 間の通信状態を表しています。

*1 左から 7番目の LED（赤）が4～ 6秒周期でON/OFF
1 個の LED（青）

20 個の LED（青）3個の LED

6. 分析計の設定を変更し、画面を確認します。

　校正セルに取り付けた状態で、変更した設定をプロセス設置状態の設定に戻します。
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■ オフラインバリデーション

● 準備
校正作業を行う際、以下に示す器材、N2 ガス、チェックガスの準備を行ってください。

工具・器材 数　量 備　考
校正セル 1 K9745DP
発光部・受光部間ケーブル 1 校正時に使用
24V DC電源用ケーブル 1 校正時に使用
バルブ駆動用ケーブル 必要数 必要時
24V電源 1 電流：5A以上
1/4インチ配管 数m テフロンまたはステンレスチューブ
1/4インチフェルールセット 必要数 配管取合いに使用
圧力調整器（レギュレータ） 1 ボンベ本数による
1/4インチ配管プラグ 2 校正セル用
三方切換弁 必要数 必要時
温度計 1 必要時
圧力計 1 必要時
エタノール 必要数 プロセス窓洗浄時に使用
ウェス 必要数 プロセス窓洗浄時に使用
梱包用パッキン 必要数 発光部・受光部の保護用
ダンボール 必要数 発光部・受光部の保護用
継手 必要数 1/4インチ、必要時

● 作業手順
オフラインチェック（オフラインバリデーション）は以下の手順に従って実施してください。

1. 分析計電源OFF

2. プロセスからの分析計の取り外し

3. 窓の汚れ確認・清掃（プロセス窓が汚れている場合）

4. 校正セルへの取り付け

5. チェックガスセルへの配管

6. 指示値の確認（オフラインバリデーション）

7. 校正セルから分析計の取り外し

8. プロセスへの分析計取り付け

9. 指示値の確認（設定値変更、最終確認）

作業手順の 1～ 4および 7～ 9はオフライン校正手順と同様であるため、5.3.4 項を参照ください。

注　意

1. プロセスガスが正圧の場合、分析計をプロセスから遮断し、窓パージガラスを止め、プロセス窓

に過剰な圧力がかからないようにしてください。

2. プロセスガスが負圧の場合、分析計をプロセスインターフェースから外すときに、外気がプロセス・

煙道に引き込まれることにご注意ください。

3. 取り外す直前の以下の設定値、プロセスの状態を記録してください。

1) パス長

2) プロセスガス圧力（設定が Fixed になっているときのみ記録）

3) プロセスガス温度（設定が Fixed になっているときのみ記録）

4) 透過率

　5) レーザ温度 (LT)
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● 配管接続
校正セルに取り付け後、図 5.20 に示す配管接続を行います。

排気排気

配管 A 封止

配管 A 配管 B

N2 ガス
最大圧力：0.02 MPa
通常流量＜2 L/ｍｍ

ゼロガス (N2) またはスパンガス
最大圧力：0.02 MPa
通常流量＜2 L/ｍｍ

注：それぞれの配管を接続後、スヌープなどによるリークチェックを実施してください。
            ( ガスは N2 であること）

チェックガス
最大圧力：0.02 MPa
通常流量＜2 L/ｍｍ

排気

図 5.20 配管接続例
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■ オフラインバリデーション

Advanced Menu － Calibrate & Validate － Off-Line 

Validation に入ります。

Check Gas 1、2、または 3を選択します。

Manual を選択します。

チェックガスフローセル内に、チェックガスを封入します。

次に、画面上の指示に従って、チェックガスフローセル

内のガス圧力、温度、セル長、濃度を入力し、[Enter キー ]

を押します。

最初に、チェックガスフローセル内の圧力を入力し、

[Enter キー ] を押します。

（数値入力後、[Enter キー ] を押すと、次のパラメータが

現れます。）

次に、チェックガスフローセル内の温度を入力し、[Enter

キー ] を押します。

(kPa)

101.3

(kPa)

101.3
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次に、チェックガスフローセルの長さを入力し、[Enter

キー ] を押します。

最後に、チェックガスの濃度を入力し、[Enter キー ] を

押します。

読取値が安定していることを確認します。

読取値が安定していることを確認後、以下のキーを押し

て下さい。

　→ [9 ボタン ] を押すとオフラインバリデーションが実 

　施され、結果が表示されます。

　（Enter キーを押すと、Manual/Automatic 画面に戻り

　ます。）

　→ [Esc キー ] を押すと、オフラインバリデーションが 

　キャンセルされます。

　（Manual/Automatic 画面に戻ります。）

050425 1 1

(kPa)
101.3

(kPa)
101.3
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■ 自動オフラインバリデーション

オフラインバリデーションを、自動設定することができます。

Local Initiate：選択すると、自動オフラインバリデーショ

ンが開始します。“Settings”（● Settings を参照）は現在
の設定に基づいて実行されます。

Remote Initiate：発光部内の TB-2 上にある Remote 

 Initiate 接点のモニタリングの有効・無効。有効の場  

 合、接点が閉になると自動的にオフラインバリデー  

 ション動作が開始します。

Time Initiate：オフラインバリデーション動作を開始さ 

 せる時刻（1日 1回、週 1回、2週に 1回、4週に 1  

 回）を入力します。

● Settings
詳細なバリデーション設定を、以下に説明します。

自動バリデーションを行う場合は、いくつかの重要なパ

ラメータをあらかじめ設定しておく必要があります。

パラメータは正しく設定してください。設定が不適切な

場合、正しいバリデーション結果を得られないことがあ

ります。

・ Check Gas Concentration：チェックガスのガス濃度

（ppm、％）

・ Check Gas Pathlength：オフラインフローセルの光路

長

・ Check Gas Temperature：Fixed または Active の選択可

‒ Active を選択した場合、画面上の指示に従ってくだ

さい。

‒ Fixed を選択した場合、オフラインフローセル内の

ガスの温度を入力してください。自動バリデーショ

ン時には、必ずここで入力した温度が使用されます。

従って、自動バリデーションが実行されるとき（日中、

夜等）の、代表的な値を設定してください。

　[Enter キー ] を押して進みます。

・ Check Gas Pressure：オフラインフローセル内のガス

の圧力

・ Valve Selection：チェックガスを流すための分析計の

電磁弁駆動

・ Check Gas Purge Time：フローセルをチェックガスで

パージする時間

・ Normal Gas Purge Time：フローセルをノーマルガス

　（通常N2 ガス）でパージする時間

・ Analog Output Mode：オフラインチェック時の 4～

20mA出力の状態（Block、Track、Hold）
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■ 参照ピーク固定アプリケーションのオフライン校正
参照ピーク固定用ガスは使用せず、通常のオフライン用の手順に従って、ゼロ・スパン校正を行っ

て下さい。以下に、測定対象ガスがNH3、参照ピーク固定ガスがH2O の場合を例にとり、校正方

法を説明します。

プロセス・校正ガス：N2
分析計パージ：N2
全光路（プロセス光路＋分析計パージ）に、 NH3 およ

びH2O のいずれも存在しない場合の吸収スペクトル

右図は、オフラインゼロ校正時のスペクトル画面

プロセス・校正ガス：約 20 ppm NH3、

分析計パージ：N2
　Absorption Spectra 画面では、ほぼ 0%H2O の吸収ピー

クはピーク位置（PCP）220 付近の領域に見られません。

　光路長 72.6 cm、周囲温度、周囲圧力に基づいたこの

　スペクトルでは、約 20 ppmの測定対象ガス（NH3）

（PCP 約 170 付近）の吸収があります。

　右図は、オフラインスパン校正時のスペクトル画面

<確認する内容 > 

・透過率 ( メイン画面にて）：取り外す前と比較 

・スパンガスの吸収ピーク 

　確認方法 1： 　メイン画面→ Basic Menu → "Track" を選択し、"→ボタン " →

  　"View Spectra" を選択し、"Enter キー " → "Absorption spectrum" を選択し、  

 　"Enter キー " →確認

 ⇒ "ESC キー " で元に戻る

　確認方法 2： 　メイン画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→　"Track" を選択し、  

 　" →ボタン " → "Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Laser Spectra &   

 　Control" を選択し、"Enter キー " →確認

 ⇒ "ESC キー " で元に戻る

101.3
Pres. (kPa) 

101.3
Pres. (kPa) 
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・パス長 

　　確認方法： 　メイン画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→　"Track" を選択し、

  　" →ボタン " → "Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Process Path Length"  

 　を選択し、"Enter キー " → [ 取り外す前のパス長 ] を入力し、"Enter キー "  

 　を押す（2回 ) →変更されたことを確認

 ⇒ "ESC キー " で元に戻る

 

・プロセス圧力 

　　確認方法： 　メイン画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→　"Track" を選択し、

  　" →ボタン " → "Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Process Pressure" を  

 　選択し、"Enter キー " →もし、元の状態（プロセス設置時）が "Active"  

 　設定のときは "Fixed" を "Active" に変更し、"Enter キー " を押す

 ⇒ "ESC キー " で元に戻る（数値は変更しない）

 

・プロセス温度 

　　確認方法： 　メイン画面→ Advanced Menu → "1234" を入力→　"Track" を選択し、

  　" → ボタン " → "Confi gure" を選択し、"Enter キー " → "Process Temperature" 

  　を選択し、"Enter キー " →もし、元の状態（プロセス設置時）が "Active 　  

 　Ambient" 以外設定のときは "Active Ambient" を " プロセス設置時設定  

 　(Active Input 等 )" に変更し、"Enter キー " を押す

 ⇒ "ESC キー " で元に戻る（数値は変更しない）

・アナログ I/O、接点、バルブ等のループチェック（4.1 節スタートアップを参照のうえ、実施 

 　してください。） 

 



Blank Page
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6. トラブルシューティング
TDLS200 レーザガス分析計のトラブルシューティングは、プロセス分析計としては極めて簡素

です。システムで使用している全部品の平均故障間隔（MTBF）値が高く、また、起こりうる故

障や不具合のほとんどは、システムによって診断され、内部の警告や故障警報で通知されます。

本章の目的は、一般的なトラブルシューティング手順を示すものです。レーザモジュールの交換

など特殊な修理については、当社サービスまでご連絡ください。保守手順についても別項に記載

しています。

最も一般的な問題は、2種類に分類されます。

・ 警告：分析計の指示値に影響を与えるが、測定の信頼性を完全に損なうものではない状態。例

として、透過率（受光部のレーザ光量）の減少があります。透過率の減少は、アライメント調

整不良や窓の汚れを知らせるものです。測定はまだ可能ですが、さらなる透過率の損失は、測

定不良の原因となります。

・ 故障：測定不良がある、または信頼性が低下している状態。例として、完全なアライメント調

整不良やレーザ故障を示す透過率の損失があります。



＜6. トラブルシューティング＞  6-2

IM 11Y01B01-01

TDLS200 レーザガス分析計では、さまざまな警告や故障の診断が行われ、検知されると以下の

動作が実行されます。

・ メイン画面に状態が表示されます。警告・故障が1件のみの場合、その警告・故障が表示されます。

下図の 1を参照

　Active Alarm メニューを選択すると、現在のすべての警告と故障を見ることができます。

　下図の 2を参照

・ 警告・故障はその内容、発生時刻、解消時刻と共にログファイルに記録されます。

・ 4 ～ 20 mA 信号は、故障または警告状態では 3.3 mA となります（ユーザ設定可）。

・ デジタル出力が出ます（チャネル 1－警告、チャネル 2－故障、チャネル 3－濃度または透過

率）。下図の 3を参照

・ 診断用にスペクトルが収集されます。下図の 4を参照

・ Results ファイルでは、警告 (1) または故障 (2) が示されます。

060001J.ai

101.3 kPa

1

　　

060002J.ai

060003J.ai

2

　　

060004J.ai

4

図 6.1 警告・故障
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6.1 警告 (Warning)

表 6.1 警告と対処方法
警告 意味 対処方法

Detector signal low
(WARNING Det Sig Low)*1

受光部からの信号量が低下していること
を示す警告

・窓の清掃（5.1.1  窓の洗浄参照）
・アライメント調整（光軸調整）
・校正セル／フローセルのチェック
・発光部と受光部を直接対向させて　                   
   チェック
(6.3.2  透過率が低下した時のトラブル
シューティング参照）

Transmission low
（WARNING Trans Low)*1

最も重要な診断機能の透過率が低下して
いることを示す警告。
透過率とは受光部に届くレーザパワーの
大きさを基に求められる調整可能な値
(%)。出荷時には100%に調整されていま
す（工場校正セル使用 )。

・窓の清掃（5.1.1  窓の洗浄参照）
・アライメント調整（光軸調整）
・校正セル／フローセルのチェック
・発光部と受光部を直接対向させて　     
   チェック
(6.3.2  透過率が低下した時のトラブル
シューティング参照）

Spectrum noise high
(WARNING Spectr Noise)*1

吸収ピークベースライン領域のノイズ
（標準偏差）が増加していることを示す警
告。

・窓の清掃（5.1.1  窓の洗浄参照）
・アライメント調整（光軸調整）
・校正セル／フローセルのチェック
・発光部と受光部を直接対向させて　     
   チェック
（6.3.2 透過率が低下した時のトラブル
シューティング参照）

Process Pressure out of range
(WARNING Gas Pres)*1

プロセスガス圧力が設定レンジから外れ
ていることを示す警告。
プロセスガス圧力レンジはアプリケー
ションに合わせて設定。

・分析計に供給しているプロセス圧力
　信号の確認
・ソフトウェア設定（Advanced Menu 
　→ Confi gure）の確認

Process Temperature out of range
(WARNING Gas Temp) *1

プロセスガス温度が設定レンジから外れ
ていることを示す警告。
プロセスガス温度レンジはアプリケー
ションに合わせて設定。

・分析計に供給しているプロセス温度
   信号の確認
・ソフトウェア設定 (Advanced Menu　
　→ Confi gure) の確認

Concentration out of range
(WARNING Gas Level)*1

プロセスガス濃度レンジが設定レンジか
ら外れていることを示す警告。
プロセスガス濃度レンジはアプリケー
ションに合わせて設定。

・ソフトウェア設定（Advanced Menu 
　→ Confi gure）の確認

Launch or Detect unit temp out of 
range
(WARNING Board Temp)*1

発光部と受光部に内蔵されている温度セ
ンサにより検知された温度が仕様範囲外
であることを示す警告。

・発光部および受光部内へのパージの
   流れの確認

*1：(  ) 内は小型表示器に表示される内容を示します。
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6.2 故障 (Fault)
故障が発見された場合、早急に当社までご連絡ください。
＊ (  ) 内は小型表示器に表示される内容を示します。

Laser temperature out of range　（FAULT Laser Temp）
レーザ素子の温度が制御不能で、レーザの発振波長が不安定な状態。

Detector signal high　（FAULT Det Sig High）
受光部が飽和したり（受光部の信号ゲイン過大）、損傷を受けた状態。700℃を超える高温のアプ

リケーションの場合、分析計が高温仕様であることを確認してください。Detector signal high 故

障警報は、標準タイプである低温仕様の分析計が、高温の赤外線で飽和した場合に発生します。

 Detector signal lost　（FAULT Det Sig Lost）
受光部信号の信号不良。すべての電気接続を確認し、「6.3.2 透過率が低下した時のトラブルシュー

ティング」の手順に従ってください。

Outlier rejection　（FAULT Outlier）
測定不良（ノイズが多いスペクトル）が複数回発生している状態。

Peak center out of range　（FAULT Peak Center）
ピーク中心がスキャンレンジ内に維持されていない状態。吸収スペクトルを調べて実際のピーク

位置を確認し、光路内の測定対象ガスを確認してください。収集したスペクトルを当社までお送

りいただき、ご相談ください。

■ 受光部信号ゲインの調整
以下のいずれかの警告、または故障が発生した場合に、受光部信号ゲインの調整が必要な場合が

ありますので、当社までご連絡ください。

・警告：Detector signal low （WARNING Det Sig Low）*1

・故障：Detector signal high （FAULT Det Sig High）*1

・故障：Detector signal lost （FAULT Det Sig Lost）*1

＊ 1：(  ) 内は小型表示器に表示される内容を示します。
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6.3 共通トラブルシューティング手順
ほとんどの場合、トラブルシューティングの手順は共通です。最も一般的な問題は、受光部に届

くレーザ光量の十分な確保です。いずれの警告状態においても、当社にご連絡いただく前に、以

下をチェックしてください。

6.3.1 動作中での確認・調整

■ 状態表示 LEDのチェック
状態表示 LEDをチェックすることで、システムの各部に電力が適切に供給されていることを確認

します。SBC ボード下の LEDが、すべて青色に点灯しているか確認します。

青色 LED番号
（左から右へ）

電　圧 用　途

D20 +5V  レーザ温度制御用電源
D26 -15V  絶縁電源
D27 +15V  絶縁電源
D24 +8V  DFB レーザ駆動用電源
D23 -8V  DFB レーザ駆動用電源
D22 -12V  DFB レーザ駆動用電源
D16 -12V  受光部ボード用電源
D19 -12V  VCSEL レーザ駆動用電源
D6 -15V  アナログ I/O ボード用電源
D12 -15V  FPGA ボード用電源
D18 +12V  VCSEL レーザ駆動用電源
D7 +12V  LCD 用電源
D8 +24V  主電源
D9 +15V  アナログ I/O ボード用電源
D10 +5V  SBC ボード用電源
D11 +15V  FPGA ボード用電源
D13 +5V  FPGA ボード用電源
D14 +6V  FGA ボード用電源
D15 +12V  受光部ボード用電源
D17 +12V  一般電源 12V

■ 透過率の確認
発光部の表示画面などで確認してください。

■ オンラインバリデーションの開始（オンラインバリデーションが可能なシステムの場合）
オンラインバリデーションで分析計のガス変化に対する応答について、チェックすることができ

ます。バリデーション時、指示値の変化量を手動で記録してください。

■ 結果の記録
必要時、当社に電子メールなどでご送付を、お願いする場合があります。その場合、分析計からデー

タファイルをダウンロードしてください。詳細は「7.2 データのダウンロード」を参照ください。
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6.3.2 透過率が低下した時のトラブルシューティング
分析計が正確に動作するためには、適切な量のレーザ光が受光部に届く必要があります。レーザ

光量に影響する要因には、いくつか（単独または組み合わせ）あります。

●アライメント調整 ( 光軸調整）不良
受光されるレーザ光の機械的アライメント調整

・レーザ光が受光窓の方向に向いていない

・受光部がレーザの入射光に対してアライメント調整されていない

・フランジやノズルのずれ

●詰まり
レーザ光が通過する開口部の清浄性

・ノズルやパイプ内部の物理的障害物

・プロセス窓の汚れ・付着物

・機械的障害物

●微粒子
プロセスガスの光学的透明度

・煙濃度や不透明度、微粒子物質濃度が極度に高く、レーザ光が受光部に十分に届かない

●レーザの劣化
レーザモジュール自体の出力パワー

・半導体レーザが劣化または故障しており、レーザ光が十分に出射されていない
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● 透過率の改善
新規や既存の設置で、透過率が消失または低下（ときには 0％）した場合の対処方法です。透過
率は、受光部で受光する光パワーの相対値です。通常、オフライン校正セルの窓が清浄で、分析
計が正常に作動している場合、透過率は 90 ～ 100％の間（100％を少し超える場合もあります）
の値となります。プロセス絶縁フランジを付け加えると、透過率は低下します。サファイア絶縁
窓の場合、約 30％低下します。

発光部 受光部

図 6.2　発光部－受光部のアライメント：　良い例

受光部発光部

発光部 受光部

図 6.3　発光部－受光部のアライメント：　悪い例

1. アライメント調整（光軸調整）
更新時間を一時的に約 1/2 に短縮することができます。このときは Fast Update 機能を適用する

ことにより、アライメント調整作業を軽減することができます。詳細は P4-74 ＜ Fast Update 機

能＞を参照ください。

(1) 設置場所の機械的特性や熱特性により、機械的光軸調整の初期調整が変化したり、最初にアライメ
ントナットがしっかりと締め付けられていないことがあります。このような場合、再アライメント
調整を行います。光軸調整は「3.11 光軸調整」を参照ください。

(2) 機械的アライメント調整は、1 個のナットを 1/4 回転させるごとに、透過率値が 2 回以上更新さ
れるのを待ち、値を確認し、少しずつ調整します。

(3) 最初に、透過率（または受光部の電圧信号）を見ながら発光部を上下に動かし、発光部の垂直方向
のアライメント調整を行います。透過率の改善が見られなくなったら、最適な垂直位にアライメン
ト調整が再調整されているか、確認してください。

(4) 次に、（2）と同じ方法で発光部の水平方向のアライメント調整を行います。透過率の改善が見られ
　なくなったら、最適な水平位にアライメント調整が再調整されているか、確認してください。
(5) 次に、（3）と同じ方法で受光部の垂直方向のアライメント調整を行います。透過率の改善が見られ
　なくなったら、最適な垂直位にアライメント調整が再調整されているか、確認してください。
(6) 次に、（2）と同じ方法で受光部の水平方向のアライメント調整を行います。透過率の改善が見られ
　なくなったら、最適な水平位にアライメント調整が再調整されているか、確認してください。
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(7) 再度（2）～（4）の手順を繰り返して、最大の透過率レベルを確保します。
(8) それでも透過率が改善されない場合は、プロセスに取り付けたノズルやフランジが許容範囲
　外であるなど、実際の機械的設置に原因がある可能性があります。

2. プロセスに通じる開口部の清掃

 プロセスノズル内のプロセスガスからの堆積物により、プ
ロセスに通じる開口部で、汚染や詰まりが生じることがあ

ります（右のイメージ図参照）。堆積物は、通常固形（冷

却パージ混合ガスが高温のプロセスガスと接触するとに、

結晶性物質が生成されます）、または、タール状で粘性が

あり、機械的な除去が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 6.4　開口部堆積物例

（1）前項のアライメント調整後、プロセスノズルの点検がしやすいように、発光部と受光部を取

　り外します。発光部、受光部をプロセスから取り外す場合は、必ず電源をOFFにしてください。

（2）プロセス絶縁フランジを使用している場合（下図参照）、分析計とアライメントフランジを

　外して、プロセスシールを保持した状態でノズル内部を点検することができます。

単位：ｍｍ

4-5/8 インチ 11UNC 

2-1/4 NPT(F)

図 6.5　プロセス絶縁フランジ外形図

（3）プロセスパイプ・煙道の測定箇所のプロセス流を遮断することが可能な場合は、プロセス流

　を遮断して安全に、かつ、自由に点検できるようにしてください。

　　

図 6.6　アライメントフランジ付プロセス絶縁フランジ　　　　　図 6.7　プロセス絶縁フランジ
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（4）プロセスガスを遮断することができない場合（通常は遮断できない場合が多い）、プロセス

　点検用ポート（下図：特注品）を、必ず使用してください。このポートが分析計（発光部ま

　たは受光部）の代わりとなり、プロセス窓パージ状態を維持しながら、実際のプロセス状態

　を目視で点検することができます。
 注：定格は最大圧力 550kPa で標準タイプと同じです。またガス温度が 50℃を超える場合は、必ず窓パージガス

を流してください。

図 6.8　プロセス点検用ポート（特注品）

（5）発光部のプロセスノズルを点検する前に、まず、窓パージガス流の停止に合わせて、慎重に

　プロセス遮断バルブを閉めます。プロセスが負圧で周囲空気の侵入を避けたい場合、プロセ

　スバルブを閉めながら、N2 パージガスを流し続けてください。バルブが閉まったらN2 パー

　ジガスを止め、バルブと窓の間の部分から慎重に解放させます ( 通常、管継手を緩めます )。

（6）プロセスバルブが閉まり窓パージガスが停止したら（圧力が解放されたら）、アライメント

　フランジから発光部を取り外すことができます。右下の六角穴付きねじを外し、残りの 3個

　のねじを緩めてから、反時計回りに回して外し、安定した場所（床、棚等）に丁寧に置いて

　ください。

注　意

プロセス遮断バルブは漏れることがあります。現地の特定プロセス装置・区分に関する安全手順

に従ってください。

（7）プロセス点検用ポートを取り付けます。右下の六角穴付きねじを取り付け、4個すべてのね

　じをしっかりと締めます。パージガス管を接続し、プロセス遮断バルブを開けながらパージ

　ガスを流し始めます。このとき、フラッシュライトを使って窓からプロセスノズルを見るこ

　とができます。

（8）取り外しと逆の手順で発光部を取り付けます。

（9）検出部でも同じように点検します。

（10）現地の基準・手順に従って、プロセスノズル内に詰まっているものを除去します。詰まり

　　が再度発生するような場合は、当社までご相談ください。

（11）プロセスノズルの詰まり対策例：

　・窓パージガスの流速と圧力を上げる

　・口径の小さいプロセスノズルや、挿入パージ管を使用する

　・結露、凝固などを防ぐため、プロセスノズルを保温する

　・上記の方法（一部または全部）を組み合わせる

　・最悪の場合、より清浄な場所（ESP、ノックアウトドラム、フィルタ・スクラバの下流など）

　に分析計を移動する。
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プロセスノズル
（挿入パージ管）

保温材

45-50℃ ( 外側温度 )

65 ℃ ( 内側温度 )

150℃

40-45℃ ANSI Class 150-3B フランジ

ANSI Class 150-4B フランジ

1610

1000

Unit:mm

バルブ

アライメントフランジ

レーザモジュール部分
オンラインバリデーションセル

発光部
受光部

①
② ③

④

⑤

実施例

図 6.9：保温材付き挿入パージ管（例）

3. 高ダスト濃度アプリケーション
プロセスの中には、汚れ、ダスト、粒子状物質が多量に含まれるものがあり、そのような場合、

受光部に届くレーザ光のレベルが低下します。通常、このような情報は、分析計の設置前に分かっ

ており、分析計の設計、エンジニアリング、仕様段階で考慮されるべきものです。「御引合仕様書」

にプロセス情報の質問項目があります。場合によっては、汚れやダストのレベルが不明のまま分

析計を試運転することがあります。また、プロセスによっては、汚れ、ダスト、粒子物質のレベ

ルが変化するものがあります（廃棄物処理場、熱酸化など）。

高粒子濃度のプロセスで透過率を改善させる唯一、かつ、実績のある方法は、光路長を短くして

パージを正しく、確実に実行することです。石炭火力発電所（通常は SCR の下流、かつ、ESP の

上流における残存アンモニアの測定）では、各最長 2.4mの挿入管が数年間使用されている実例

があります。

Ø
19
0.
5

Ø1
90
.5

Ø1
27
 R
F

44.5

23.4  RF  to  RF

305

41

48
.3

ANSI Class 150-3B 316LSS フランジ

Unit:mm

5/8 インチ 11 UNC

1-1/2 インチ スケジュール 40
ハステロイ -C276

図 6.10　高ダスト濃度アプリケーション例

高ダスト濃度のアプリケーションについては、当社までご相談ください。光路長を短くして透過

率レベルを大幅に改善させる（または、少なくとも分析計性能の許容範囲内まで改善される）こ

とが可能であると判断された場合、特殊挿入管仕様の要求事項について、ご相談させていただき

ます。多くの場合、挿入管には、プロセス媒体との適合性を持つ材質が使用されており、酸性、

腐食性ガスが含まれるアプリケーションでは、ハステロイ C-276 やモネル A-400 が使用されて

います。
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4. レーザ出力の劣化・消失
（１）プロセス開口部に汚れや詰まりがなく、ガスは清浄でシステムのアライメントは、どの方

　  向にも完全に調整されている状態でも、なお、透過率が低い、またはゼロである場合は、レー

　  ザ の出力パワーが弱いか、さらには故障している可能性があります。

（２）レーザの出力パワーの確認は、受光部を発光部に直接接続して行います ( 下図参照）。この  

　　  ように設置する前に発光部と受光部の各プロセス窓が清浄であることを確認してください。

注　意

プロセスから機器を取り外す場合は、必ず分析計の電源をいったんOFF にしてください。

分析計の電源を切らずにプロセスから機器を取り外すと、半導体レーザの光源が露出した状態と

なり、レーザ光が直接目に当たる危険が生じますので、必ず分析計の電源をOFF にしてください。

発光部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受光部

図 6.11　発光部と受光部の直接接続図

透過率に何らかの変化があれば、角度をごくわずか調整して、信号が強くなるかチェックします。

発光部と受光部の間の角度を調整しても、透過率がゼロのままである場合、半導体レーザ（また

は受光部）が故障しています。当社までご連絡ください。レーザモジュールの交換についてご案

内します。弱い信号が得られた場合は、レーザモジュールの出力パワーが低下していることが考

えられます。内部の光学面の汚れ（ほとんどの場合、パージガスの汚れによる）が原因である可

能性があります。当社までご連絡ください。

6.3.3 オフラインでの確認

■ プロセス窓の洗浄
窓を目視検査し、洗浄してください。詳細は「5.1.1 窓の洗浄」を参照ください。

■ バリデーション標準ガスを使用するチェック
分析計を校正セルまたはフローセルに取付け、「Basic Menu」-「View Spectra」-「Absorption 

Spectrum」にてゼロガス・スパンガスをそれぞれ封入した際、以下の項目を確認してください。

1. それぞれのガスを封入した際の指示値を確認

2. それぞれのガスを封入した際のスペクトル保持

（「Absorption Spectrum」画面で [Enter キー ] を押し、ファイル名を入力後、[Enter キー ] を押し

てください。）

■ 結果の記録
必要時、当社に電子メールなどで送付をお願いすることがあります。分析計からデータファイル

をダウンロードしてください。詳細は「7.2 データのダウンロード」を参照ください。
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7. データファイルと形式
TDLS200 レーザガス分析計では重要データを自動保存することができます。すべてのファイル

は ASCII テキスト形式で保存され、マイクロソフトエクセルのスプレッドシート（または必要に

応じた他のデータ処理ソフトウェア）に簡単にインポートすることができます。データの収集速

度は TDLS200 ソフトウェアで設定します。

システムには様々なファイルが保存されます。

シリアル番号固有データエクスポートフォルダ（または VNC 接続時のファイル転送機能で表示

される場合のDATA フォルダ）内のファイルの例

ファイル名 拡張子 意味 詳細説明
092407 .res Daily Results

測定ごとの毎日の測定結
果および診断データ

Daily Results：ASCII データファイル。テキスト形式。
マイクロソフトのメモ帳で開いて、マイクロソフトエク
セルにコピー・貼り付け可能。各日ごとに、その日最初
から最後までの順次更新測定データを日付（MMDDYY）
と拡張子（.res）のファイル名で保存。各日ごとに新規
にファイルを作成。データフォルダの空き容量がなくな
ると、ファイルは先入先出法で自動的に削除。

092407 .spe Daily Spectra
測定ごとの毎日のスペク
トルデータ

Daily Spectra：ASCII データファイル。テキスト形式。
マイクロソフトのメモ帳で開いて、マイクロソフトエク
セルにコピー・貼り付け可能。各日ごとに、予め設定
された速度でその日に自動収集されたスペクトルが日
付（MMDDYY）と拡張子（.spe）のファイル名で保存。
収集速度を 300updates に設定すると、300 回の測定ご
とにスペクトルを収集。また、分析計がWarning Mode
または Fault Mode になった場合、その間のスペクトル
を収集（通常、各モードあたり収集 5回に設定）。各日
ごとに新規にファイルを作成。データフォルダの空き容
量がなくなると、ファイルは先入先出法で自動的に削除。

------ .cap Capture
手動収集したスペクトル。
個別にファイル名を作成。

手動で収集したスペクトル。収集時に個別にファイル名
を入力。ファイル名には最大 8個の数字が使用可能。
例：
110307.cap
100008.cap

alarms .his Alarms History
アラームイベントの履歴
ログ

Alarm History：　ASCII データファイル。テキスト形式。
マイクロソフトのメモ帳で開いて、マイクロソフトエク
セルにコピー・貼り付け可能。各アラームごとに、発生
日（MM-DD-YYYY）と時刻、モード（Warning/Fault/
User Alarm）、アラーム内容（例：Detector signal lost）、
状態（ON/OFF）を記録。
例：
10-10-2007 13:21:36 Fault(peak center out of range) 
OFF
10-10-2007 19:00:25 Warning(detector signal low) ON
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ファイル名 拡張子 意味 詳細説明
alarms .bak Alarms History Back-Up

アラームイベント履歴ロ
グのバックアップ

Alarm History Back-up：　alarms.his ファイルのサイズ
が 100KB を超えると、その内容は .bak ファイルに保存
され .his ファイルは空になります。ASCII データファイ
ル。テキスト形式。マイクロソフトのメモ帳で開いて、
マイクロソフトエクセルにコピー・貼り付け可能。各ア
ラームごとに、発生日（MM-DD-YYYY）と時刻、モー
ド（Warning/Fault/User Alarm）、アラーム内容（例：
　Detector signal lost）、状態（ON/OFF）を記録。
例：
10-10-2007 13:21:36 Fault(peak center out of range) 
OFF
10-10-2007 19:00:25 Warning(detector signal low) ON

calibr .his Calibration History
分析計校正の履歴ログ

Calibration History：　ASCII データファイル。テキス
ト形式。マイクロソフトのメモ帳で開いて、マイクロソ
フトエクセルにコピー・貼り付け可能。各校正／バリデー
ションごとに、実施日（MM-DD-YYYY）と時刻、モード（校
正／バリデーション）、内容（Transmission Calibration、
Zero Calibration 等）、使用した K（定数）係数を記録。
例：
11-14-2007 14:11:19 span_calibrate 612814.89 
9250.84 152665.88
11-14-2007 14:50:16 transmission_cal 14.95

calibr .bak Calibration History Back-
Up
分析計校正履歴ログの
バックアップ

Calibration History Back-up：　calibr.his ファイルのサ
イズが 100KB を超えると、その内容は .bak ファイル
に保存され .his ファイルは空になります。ASCII データ
ファイル。テキスト形式。マイクロソフトのメモ帳で開
いて、マイクロソフトエクセルにコピー・貼り付け可
能。各校正／バリデーションごとに、実施日（MM-DD-
YYYY）と時刻、モード（校正／バリデーション）、内容
（Transmission Calibration、Zero Calibration 等）、使用
した K（定数）係数を記録。
例：
11-14-2007 14:11:19 span_calibrate 612814.89 
9250.84 152665.88
11-14-2007 14:50:16 transmission_cal 14.95

calibr .pik Calibration Pick List
サービス用

サービス技術者以外は使用不可。

S .dat Chemometric Model File TruePeak　CLS測定性能を利用する特殊アプリケーショ
ン専用のケモメトリックモデル用親スペクトル。

span00 .spe Span Calibration Spectra
校正時の吸収スペクトル
と係数

分析計のスパン校正に関する必須情報を含む、分析計の
校正に不可欠のファイル。本ファイルが存在しない場合
やファイルの破損、変更、改ざんがある場合、分析計の
校正は無効。

span01
to

span10

.spe Historical Span 
Calibration Spectra
前回の校正時の吸収スペ
クトルと係数

span01（最新）～ span09 が過去のファイル。最新の
span01 ファイルが Previous Calibration として復元。
span10 は工場校正のファイルで、分析計に復元可能。
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ファイル名 拡張子 意味 詳細説明
system .cfg System Confi guration

所定のアプリケーション
や設置に必要な分析計お
よび設置の特定パラメー
タ

必須ファイル。測定、校正、補償係数、I/O 設定、バル
ブ制御設定、信号処理等に関する分析計固有音パラメー
タ。本ファイルが不在である場合、エラー、変更、改造
がある場合、分析計は非作動。本ファイルは、サービス
技術者が分析計設定の適合性を評価する時に使用。サー
ビス技術者以外は使用不可。

system .his System History
設定変更の履歴ログ

System Confi guration History：　ASCII データファイル。
テキスト形式。マイクロソフトのメモ帳で開いて、マイ
クロソフトエクセルにコピー・貼り付け可能。各設定変
更ごとに、変更日（MM-DD-YYYY）と時刻、パラメー
タ（OPL 等）と新しい設定値を記録。また、分析計の
起動時および停止時にはTruePeak Open/Closeパラメー
タを記録。

system .bak System History Back-Up
設定変更の履歴ログの
バックアップ

System Configuration History Back-up：　system.his
ファイルのサイズが 100KB を超えると、その内容
は .bak ファイルに保存され .his ファイルは空になりま
す。ASCII データファイル。テキスト形式。マイクロソ
フトのメモ帳で開いて、マイクロソフトエクセルにコ
ピー・貼り付け可能。各設定変更ごとに、変更日（MM-
DD-YYYY）と時刻、パラメータ（OPL 等）と新しい設
定値を記録。また、分析計の起動時および停止時には
TruePeak Open/Close パラメータを記録。

system .usr System User
工場出荷時のシステム設
定

出荷時の工場設定値。参考用。

vaispe .his Validation Spectra
オンラインやオフライン
バリデーション時に収集
された全スペクトル

過去のバリデーション（オンラインとオフライン）で収
集されたスペクトルを保存。

vaispe .bak Validation Spectra Back-
Up
オンラインやオフライン
バリデーション時に収集
されたスペクトルのバッ
クアップ

valspe.his ファイルのサイズが 1MB を超えると、その
内容は .bak ファイルに保存され .his ファイルは空にな
ります。過去のバリデーション（オンラインとオフライ
ン）で収集されたスペクトルを保存。

zero00 .spe Zero Calibration Spectra
校正時の吸収スペクトル
と係数

分析計のゼロ校正に関する必須情報を含む、分析計の校
正に不可欠のファイル。本ファイルが存在しない場合や
ファイルの破損、変更、改ざんがある場合、分析計の校
正は無効。

zero00
to

zero10

.spe Historical Zero 
Calibration Spectra
前回の校正時の吸収スペ
クトルと係数

zero01（最新）～ zero09 が過去のファイル。最新の
zero01 ファイルが Previous Calibration として復元。
zero10 は工場校正のファイルで、分析計に復元可能。

zeroref .cfg System Confi guration
現在のゼロ校正時のシス
テム設定

現在のゼロ校正（zero00.spe）時のシステム設定

memory .res File Size Management for 
Results

サービス技術者以外は使用不可。. ソフトウェア上で
の .res ファイルの管理。

memory .spe File Size Management for 
Spectra

サービス技術者以外は使用不可。. ソフトウェア上で
の .spe ファイルの管理。
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7.1 データ収集の設定
Advanced Menu から Data を選択します。

Spectrum Capture を選択します。

重　要

Factory Data” の記録は特殊な診断目的でのみ使用されるもので、通常運転時には選択しないで

ください。

070101J.ai
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スペクトルを自動的に保存するには、Auto を選択してくだ

さい。通常運転時にスペクトルファイルを保存しない場合、

Manual モードを選択してください。

スペクトルファイルを収集する速度と条件を設定してくだ

さい。初期設定条件は、測定回数で収集速度を設定してい

ますが、現場固有の条件・要求事項により Relative または

Absolute 変化を選択することができます。

スペクトルの保存頻度が高くなるほどMMDDYY.spe ファ

イルは大きくなります。

注　記

1 日に全スペクトルを収集すると、30MBを超えるファイルが 1日に作成されます。ファイル容

量を考慮してパラメータを選択してください。

分析計が警告状態にあるときのスペクトル収集の有無を

設定してください。

注　記

警告状態にあるときにもスペクトルを収集するように設定しておくと有用です。しかし、警告警

報の設定が不適切であると、無用なファイルが過剰に作成されることになります。

一例として、透過率が 70％を下回ることが多いアプリケーションでは Transmission Low を

70％に設定する場合などがあげられます。

070107J.ai

070105J.ai

070106J.ai
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分析計が故障状態にあるときのスペクトル収集の有無を

設定してください。

注　記

故障状態にあるときにもスペクトルを収集するように設定しておくと有用です。しかし、故障警

報の設定が不適切であると、無用なファイルが過剰に作成されることになります。

スペクトルの収集ファイルは弊社で行われる故障診断で使用されます。

詳細につきましては、弊社サービスまでお問い合わせください。

070108J.ai
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7.2 データのダウンロード（転送・エクスポート）

7.2.1 付属 USB メモリによるデータのダウンロード
機器のすべてのファイルは、付属のUSB メモリデバイスに簡単に転送することができます。

注　記

各機器にはテスト済みの USB メモリデバイスが 1個付属しています。機器からデータを取得す

る場合、付属のUSB メモリデバイスを使用してください。この付属のメモリデバイスを保管して

おき、付属していた機器で使用してください。

重　要

未認識のUSB メモリデバイスを使用すると、MS Windows XP のオペレーティングシステムが新

しいハードウェアをインストールしようとします。分析計の通常運転には影響ありませんが、全

画面表示インタフェースを使用している場合、Windows のポップアップメニューが表示されシス

テムの再起動を求められることがあります。

重　要

他の USB 接続機器（キーボード、WiFi 等）を分析計の USB ポートに接続しないでください。

Windows のハードウェアコンフリクトが発生することがあります。

ここに付属のUSB メモリ
デバイスをさしこみます。

 

 

図 7.1 USB ポート

2 ポートあるうちのどちらかにメモリデバイスを差込み、データ転送が完了するまで待ちます。

転送が完了するまではデバイスを抜き取らないでください。ユーザインタフェースでデータ転送

の完了が通知されます。ユーザインタフェースがない場合は、転送完了を確実にするため赤色

LEDの点滅が止まるまで 5分以上待ちます。
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USB メモリを差し込んだ直後の画面表示です。

データ転送完了時の画面表示です。

"Date export success!" を確認後、USB メモリを抜き

取ってください。
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7.2.2 VNC ソフトウェアによるデータのダウンロード
TDLS200 からコンピュータにデータをダウンロードする場合、以下の手順で実施してください。

1. 外部コンピュータと TDLS200 を接続させ、外部コンピュータVNC ソフト（製品付属）を起動

　させます。

2.Windows 上部中央の「Open File Transfer…アイコン」をクリックします（下図白矢印）。

 

3. 以下に示すような VNC ソフトウェアのファイル転送画面がコンピュータ上に現れます。

　左側が外部コンピュータ (LOCAL MACHINE)、右側が TDLS200 (REMOTE MACHINE) の内部

　を示しています。データのダウンロードは、TDLS200 側 (REMOTE MACHINE) の必要なファイ

　ルを、外部コンピュータ側 (LOCAL MACHINE) の転送先ディレクトリに転送させることです。

 

外部コンピュータ内部 

ダウンロード

TDLS200 内部
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4. 画面左側の外部コンピュータ側 (LOCAL MACHINE) の転送先ディレクトリを設定します。

　本手順書では、「C:/!!!A」(C ドライブの「!!!A」というディレクトリ ) に、データをダウンロー

　ドする手順を以下示します。
　※新規ディレクトリを作成する場合は、作成したいディレクトリ上で画面中央の「New Folder」を押し、新規ディ
　レクトリ名を入力してください。

(1) 外部コンピュータ側 (LOCAL MACHINE) の C ドライブをクリックします。

(2) 続いて、「!!!A」というディレクトリを選択します。

(3) 選択後、白枠部分でそのディレクトリが正しいことを確認してください。
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5. 次に TDLS200 側 (REMOTE MACHINE) のダウンロードするデータを選択します。

　分析計データは、画面右側の「C:/!data」(C ドライブの「!data」というディレクトリ ) 内に含

　まれていますので、そのディレクトリ内部から必要なデータを選択してください。
※注：データ転送は「!data」ディレクトリ内のデータのみにしてください。それ以外のファイルを一括して転送する
　と分析計での測定に影響を及ぼす可能性があります。

(1)TDLS200 側 (REMOTE MACHINE) の C ドライブをクリックします。

(2) 続いて、「!data」というディレクトリを選択します。

(3)「!data」ディレクトリ内部のファイルから必要なファイルを選択してください。
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　※「!data」ディレクトリ内部のファイルであれば全てのデータを選択し、転送することも可能です。

6. 転送するファイルを選択後、画面中央部の「<<Receive」ボタンをクリックすると、ダウンロー

ドが開始されます。

<<Receive ボタン 

＜データ転送中画面＞
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＜データ転送完了画面＞

7. データ転送が完了すると、画面右側の外部コンピュータ側 (LOCAL MACHINE) に転送された　

　データが表示されます。必要なデータが転送されていることを確認後、画面中央の「Close」　

　ボタンをクリックすると、TDLS200 のメイン画面に戻ります。

 

Closeボタン 

転送データ
の確認

8. TDLS200 のメイン画面が表示されることを確認してください。

 

９. コンピュータの指定したディレクトリに、ダウンロードしたファイルがあることを確認して

　  ください。
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付録　

発光部 -受光部間接続ケーブル端末処理方法

1. 　目的
この作業要領は、Belden 1475A ケーブルを TDLS200 レーザガス分析計の発光部―受光部間に接

続設置するための前処理方法を記載しております。Belden 1475A ケーブルは、CEまたは ATEX

用にテストされ、認証されています。類似ケーブルの使用は、お奨めできません。また、作業を

行う前に必ず本説明書を一読され、ご理解いただいたうえで作業を行ってください。

2. 　必要な治具・機器
記載された作業を実行完了するのに、必要な治工具を以下に示します。

•Belden 1475A または等価なケーブル。設置環境に適した長さをご用意ください。通常は、分析   

  計と同時にご購入いただけます。 

• ケーブルグランド（2個）、発光部受光部間ケーブルを購入いただく場合は、本ケーブルグラン  

 ドは分析計と同時に納入されます。

•径が 1/16 インチ (1.5 mm)、   長さが 1インチ (25 mm) の熱収縮チューブ：2本

•ワイヤーカッター

•ケーブルストリッパー

3.　ケーブル前処理

注　意

特に記載の無い限り、次の項目に従い発光部側と受光部側、両側のケーブル端末処理を行ってく

ださい。

1. ケーブルに汚れがなく、断線や傷が無いことを確認してください。

2. 下図のように 2PVC の外側被覆部を、200 mm除去してください。
注意：外側の金属シールド箔を、傷つけないように行ってください。

図 1　外側被覆の除去　
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3. 外側の金属箔（銀色）を根本から 25 mm残し、それ以外の金属泊（銀色）を除去してください。

図 2　金属箔（銀色）削除

4. オレンジ色のメッセンジャー線と白色の引出コードを切断除去します。

5. 各ツイストペア線の外被覆フィルム（水色）を除去します。

6. 外側金属箔（銀色）とシールド線間の電気抵抗を測定し、１Ω以下であることを確認します。

電気抵抗測定点：金属箔側

電気抵抗測定点：金属箔側

図 3　被覆の削除
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7. ここのグランド線を端末処理します。発光部側と受光部側では、グランド線の処理方法が下記

　のとおり異なります。

　7.1 発光部側：個々のツイスト線のシールド線と全体シールド線を一緒に結合させます。

　　   結合したシールド線には熱収縮チューブを被せて下さい。

　7.2 受光部側：個々のツイスト線のシールド線を切断除去します。
　　   注意：全体シールド線は切断しないこと。

図 4　グランド線の処理方法

8. ペア３の白色導線のツイスト線を分離してください。各銅線番号が識別できるように、マーキ

　ングをしてください。

 

ペア 4

ペア 1

ペア 2

ペア 3

図 5　ペア 3のツイスト線分離

9. ペア３の白色導線を外側のシールドから、13 mm長残して切断してください。径が 1.5 mm    

    長さ 25 mmの熱収縮チューブを、先の白色導線の端末に 13 mmの長さで被せます。

図 6　ペア 3の端末処理
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4.　ケーブルグランド組立

重　要

現場設置の際、ケーブルの設置前にケーブルグランド本体は、分析計に取り付けておく必要あり

ます。下記の写真は、組立方法の説明用で実際の設置とは異なります。

発光部側と受光部側のケーブル端末を処理します。

1. ケーブルグランドの組立方法を図 7に示します。PVC被覆の端から 19 mmのところにマーク 

　を付けます。

 ケーブルクランプ

グランド本体グランドナット

被覆へのマーク

図 7　ケーブルグランド部品

2. 端末処理したケーブルにグランドナット、ケーブルクランプ、グランド本体を通します。

図 8　ケーブルグランド組立

3. グランドナットを締めます。締めている間、マーク位置がグランドナット下にあることを確認 

　します。

 マーク

図 9　マーク位置
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4. 正しく組みつけられたケーブルは図 10 の通りです。

5. 図 11 は不良組み付け例の状態です。導電性グリップは、PVC被覆ではなく、導電シールドに 

　コンタクトしていなければいけません。

　　　　　

　　　　　　　　　　　　図 10　正しい組付け例　　　　　　　　　　　図 11　不良組付け例

6. ケーブルグランドとシールド線間の導電性を測定します。電気抵抗は１Ω以下であることを確 

　認して下さい。 　

5.　ケーブル接続
1. 各線の端末から 7 mmの長さで絶縁被覆を除去します。

2. 図 12 の配線図に従い、発光部の TB7 端子にケーブルを接続します。

ペア 3導線 (WHT) は絶縁してください。（コネクタへは接続しないでください。接地なし）

注意
1.
2.
3.
4.

個々のペア線のシールド線は絶縁してください。（コネクタへは接地しないでください。接地なし）
受光側では、全体シールド線はケーブルグランドを介して筐体に落としてください。
発光側では、全体シールド線と個々のシールド線を束ねてツイスト線としてください。

受光側 発光側

                                                                     図 12　発光部および受光部の配線図
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3. 図 13 に、発光部側に正しく接続された図を示します。

図 13　 正しく接続された発光部（TB7）

4. 図 12 の配線図に従い、受光部側の TB13 端子に接続します。図 14に正しく接続された図を 

　示します。

図 14　正しく接続された受光部（TB13）
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