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◆

はじめに
TM

この度は FLXA 402 4 線式液分析計をご採用いただきまして、ありがとうございます。
FLXA402 4 線式液分析計の性能を十分発揮させるため、使用する前に取扱説明書を必ず
お読みください。
関連するドキュメントは以下のとおりです。
一般仕様書
ドキュメント名
FLXA402 4 線式液分析計
*

ドキュメント番号
備考
GS 12A01F01-01JA 電子マニュアル

ドキュメント番号の JA は言語コードです

取扱説明書
ドキュメント名
FLXA402 4 線式液分析計
スタートアップ＆安全マニュアル
FLXA402 4 線式液分析計 設置要領
FLXA402 4 線式液分析計 変換器操作編
FLXA402 4 線式液分析計 pH/ORP 操作編
FLXA402 4 線式液分析計 SC 操作編
FLXA402 4 線式液分析計 ISC 操作編
FLXA402 4 線式液分析計 DO 操作編
*

ドキュメント番号

備考

IM 12A01F01-01JA 製品添付（紙マニュアル）
（本書）
IM 12A01F01-02JA
IM 12A01F01-03JA
IM 12A01F02-01JA
IM 12A01F03-01JA
IM 12A01F04-01JA
IM 12A01F05-01JA

電子マニュアル
電子マニュアル
電子マニュアル
電子マニュアル
電子マニュアル
電子マニュアル

ドキュメント番号の JA は言語コードです

形名の基本コードまたは付加コードに "Z"（特殊仕様）が含まれている製品には、専用の
取扱説明書が付く場合があります。その場合、本書に加えて専用の取扱説明書も必ずお
読みください。
技術資料
ドキュメント名
FLXA402 4 線式液分析計 HART 通信
FLXA402 4 線式液分析計 Modbus 通信
*

ドキュメント番号
備考
TI 12A01F01-61JA 電子マニュアル
TI 12A01F01-62JA 電子マニュアル

ドキュメント番号の JA は言語コードです

最新版の電子マニュアルは、次のサイトからダウンロードできます。
http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa402/download/

検出器やその他関連製品については、個々の取扱説明書をお読みください。

No. IM 12A01F01-01JA
7th Edition : Nov. 2022 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2018, Yokogawa Electric Corporation
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■ 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、もしご不審な点や誤り、記載も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。

■ 図の表記について
説明書に記載されている図では、説明の都合により、強調や簡略化、または一部を省略
していることがあります。
説明書中の画面は、機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で、実際の表示と表示位
置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また、表示されている内容が「表
示例」の場合があります。

■ 商標
FLEXA、FLXA、SENCOM、FieldMate は横河電機株式会社の登録商標または商標です。
その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
また本文中の各社の登録商標または商標には、TM、® マークは表示しておりません。

■ 製品の廃棄
機器は、地域および国の法律 / 規制に従って廃棄する必要があります。

■ 保証とサービス
当社の製品および部品に関して、工場出荷日から（通常）12 か月の期間、正常な使用の
下での製造上の欠陥に対する保証を行います。ただし、通常保証期間は、各営業所で変
更できるものとし、購入注文書の販売条件に従うこととします。摩耗や破損、不適切な
保守作業、腐食、化学工程の影響による損害については、本保証の対象外とします。
保証請求の際は、不適合製品を担当営業所のサービス担当までお送りください（送料お
客様負担）
。当社の判断により交換または修理を行います。製品を送付する際には、必ず
下記の情報を記載した文書を添付してください。
• 部品番号、形名、計器番号
• 購入注文書および購入日
• 使用期間、プロセスの内容
• 不適合の内容、発生状況
• 不適合に関連すると考えられるプロセスや環境の状況
• 保証対象の有無：保証内修理または保証外修理
• お客様への返送方法、請求書送付先の詳細。ご担当者の名前、電話番号
プロセス液に接触していた製品は、発送する前に必ず洗浄・殺菌を行ってください。当
社担当者の健康・安全のため、洗浄・殺菌処理済みの旨の証明書を製品に添付してくだ
さい。また、製品を使用していたプロセス液の構成成分すべての化学物質安全データシー
トも添付してください。
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安全に使用するための注意事項

■ 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、本機器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使用してください。
・ 本製品を改造することは固くお断りいたします。
・ 当該製品および本書には、安全に関する以下のような警告シンボルマークとシグナ
ルワード、またはシグナルワードを使用しています。

警告

製品への表示は、取扱者および機器を重大な事故から保護するために、取扱説明書
を必ず参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、感電事故など、取扱者の生命や身体に危険が及
ぶ恐れがある場合（同時に機器を損傷することもあります）
、その危険を回避する
ための注意事項を記述してあります。

注意

製品への表示は、取扱者および機器を事故から保護するために、取扱説明書を必ず
参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、取扱者に対し、軽傷事故が発生する恐れがある
場合、または機器を損傷する恐れがある場合に、その危険を回避するための注意事
項を記述してあります。
以下のシグナルワードやシンボルマークは、取扱説明書にのみ使用しています。

注意
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり、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述してあります。

注記
操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。
保護接地端子を示します。

■ 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、本製品に関してどのような保証も行いません。
・ 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ど
のような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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■ 本製品について
・ 本機器には、IEC、米国、カナダ、または日本の該当する規格に適合した備品のみを
使用してください。当社は、本機器の誤使用に対し責任を負わないものとします。
・「一般のタイプ」機器を危険場所に設置しないでください。
危険場所に設置する場合には、適したタイプを選択してください。
・ 製品は、衝撃吸収材で丁寧に梱包されていますが、落下などにより強い衝撃を受けた
場合には、製品が損傷・破損することがあります。十分に注意して取り扱ってください。
・ 本機器には、静電気によって損傷を受ける部品が使用されています。本機器の保守点
検の際には必ず静電気対策をとり、交換部品の運送には導電性包装材を使用してください。
• 本機器の洗浄に、研磨剤や有機溶剤を使用しないでください。
• 本機器の操作はタッチパネルで行います。表示画面の該当部分を押すことで、画面
展開が行われ、校正動作や設定変更も容易に実行されますので、誤操作には十分注
意してください。
・ 本機器は、EN61326-1 クラス A 製品であり、工業環境用に設計されています。工業
環境以外でのご使用はできません。
・ 前面カバーを開く際、ハウジングのねじ切り部分を破損しないように、ねじが完全
にねじ穴から上がった状態であることを確認してゆっくり開いてください。ねじ切
り部を破損してねじが締め付けられなくなると、防水性が損なわれます。
・ 電磁ノイズ環境のよくない場所でご使用される場合には、HART 通信に影響がある可
能性があります。その際は、再度、通信のリトライを行っていただくか、画面のタッ
チパネルで操作を行うようにしてください。
・ 濃硫酸の取り扱いについては十分注意してください。

■ 対応規格
安全： CE/ 低電圧指令 (Bluetooth オプションなしのとき )；
		
EN 61010-1
		
EN 61010-2-030
UL；
UL 61010-1
		
UL 61010-2-030
CSA；
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
		
CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-030
GB；
GB30439
Russian； TR CU 004/2011
設置カテゴリ（IEC 61010 による）
；
I（DC 電源モデル）
							
II（AC 電源モデル）( 注 )
汚染度（IEC 61010 による）
；		
2(注)
設置高度；						
2000 m 以下

( 注 ) 設置カテゴリ ( 過電圧カテゴリ ) はインパルス耐電圧レベルを示します。
I： 過渡過電圧を低レベルに制限するための処置が講じられた回路に接続される機器に適用されます。
II：配電盤などの固定設備から給電される電気機器に適用されます。
汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のある固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示します。
汚染度 2 は、通常の室内環境に適用されます。

EMC： CE/EMC 指令 (Bluetooth オプションなしのとき )；
		
EN 61326-1 Class A、Table 2 (For use in industrial locations)
		Influence of immunity environment (Criteria A): Output shift is
specified within ± 10 % of F.S.
		
EN 61326-2-3
		
EN61000-3-2
		
EN61000-3-3
RCM；
EN 55011 Class A、Group1
韓国電磁波適合性基準 Class A 한국 전자파적합성 기준
Russian； TR CU 020/2011
IM 12A01F01-01JA
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環境規制：
RoHS；
REACH；

EN IEC 63000 (Style 1.06 以降 )
Regulation EC 1907/2006

FLXA402 は WEEE 規制対象外となります。
NAMUR：NE43、107
Bluetooth： Bluetooth Ver 3.0 Class2
適合規格および適合地域；	日本、EU、アメリカ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、シンガポール
Bluetooth 通信付きのとき
注意：Bluetooth 通信つきの FLXA402 は以下の規格を満足した無線モジュールを
搭載しています。ご使用の前に、使用する地域がこれらの規格に満足して
いるか必ずご確認ください。
CE/RE 指令：
		
HEALTH& SAFETY；
				
EN61010-1
				
EN61010-2-030
				
設置カテゴリ（IEC 61010 による）
： I（DC 電源モデル）
									
（AC
II
電源モデル）( 注 )
				
汚染度（IEC61010 による）
：2（注）
				
設置高度：2000 ｍ以下
				
EN62479

( 注 ) 設置カテゴリ ( 過電圧カテゴリ ) はインパルス耐電圧レベルを示します。
I： 過渡過電圧を低レベルに制限するための処置が講じられた回路に接続される機器に適用されます。
II：配電盤などの固定設備から給電される電気機器に適用されます。
汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のある固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示します。
汚染度 2 は、通常の室内環境に適用されます。

		
EMC；		
EN301 489-1
				
EN301 489-17
				
EN 61326-1 Class A、Table 2
				
EN61326-2-3
		
SPECTRUM； EN300 328
RCM： RADIO；
AS/NZS4268
		
EMF；		
AS/NZS2772.2
IMDA TS SRD
FCC15C
ICES-003
技術基準適合証明（工事設計認証）

■ Control Drawing
NI 防爆モデル（タイプ：-DD）を選択した場合は Control Drawing（NFM038-A81）の条
件を確認してください。詳細は英文取扱説明書（IM 12A01F01-02EN）をご参照ください。
英文取扱説明書は、次のサイトからダウンロードできます。
http://www.yokogawa.com/an/flxa402/download/

■ 欧州認定代理人
横河ヨーロッパ（Yokogawa Europe B.V. Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands）
は、欧州経済領域における本製品の認定代理人です。
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■ 著作権
電子マニュアルなどの著作権は当社に帰属します。
電子マニュアルについては、その内容を改ざんできないように PDF のセキュリティを設
定しています。プリンタへの出力は可能です。
電子マニュアルをプリンタで出力してご使用になる場合は、本製品を利用するためだけ
にご使用ください。電子マニュアルをプリンタで出力したものを使う場合、最新版との
不一致が起こらないようご注意ください。
電子マニュアルをコピーしたり、第三者に譲渡、販売、頒布（パソコン通信のネットワー
クを通じて通信により提供することを含みます）することを禁止します。また、無断で
ビデオテープその他に登録、録画することも禁止します。

IM 12A01F01-01JA
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FLXA402の環境保護について
中華人民共和国における「電子情報製品による汚染の防止」に基づいた製品の説明です。
中華人民共和国国内でのみ有効です。
产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr (VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳(金属)

×

×

×

×

○

○

外壳(塑料)

×

×

×

×

○

○

印刷电路板组件

×

×

×

×

○

○

○：
×：

表示该有害物质在该部件中所有均质材料中的含有量都在GB/T26572所规定的限量要求以下。
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含有量超出GB/T26572所规定的限量要求。

环保使用期限:	这个标志是基于SJ/T11364，在中国（不包括台湾，香港，澳门）贩售的电子电
器产品所适用的环保使用期限。
只要遵守产品上关于安全及使用上的注意事项，从制造之日起计算在该年限
内，不会发生制品内的有害物质外泄，突然变异，对环境或人体以及财产产生
重大影响的情况。
		

（注）	该年限是《环境保护使用期限》，不是产品的保质期限。
另外，关于替换部件的推荐替换周期，请阅读使用说明书。
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機器のチェック
製品の到着後、丁寧に開梱し、製品を点検して輸送中の損傷がないことを確認してくだ
さい。損傷が発見された場合、製品到着時の梱包材（外箱を含む）を捨てずに保管し、
直ちに当社営業にご連絡ください。

■ 形名の確認
FLXA402 のハウジングの左側に貼付されている銘板の形名コードが、注文書と一致して
いることを確認してください。形名コード表は表 3 を参照してください。
また、銘板の表示電源と供給電源が一致していることを確認してください。
計量法検定付（付加仕様：/K）の場合は、計量法銘板が取り付けられていることを確認
してください。

-A-AB-P1-P1-A2-NR
-N-N-N-NN/U/H6

● 付属品の確認
表 1、表 2 の付属品があることをご確認ください。
表1 標準およびオプション（付加仕様選択）付属品
品名
ケーブルグランド
形名コード
ジャンパ
第 1、第 2 入力が -P1 のとき
グロメットセット
形名コード
第 1、第 2 入力が -S5 のとき
形名コード
第 1 入力が -D6 のとき
形名コード
デジタル通信が -R のとき
オプション
付属品

スタートアップマニュアル
*1:
*2:

グロメット
グロメット
ジャンパ
取付金具
日除けフード
ステンレス
タグプレート
タグプレート
コンジット工事用
アダプタセット

数量
備考
8個
ゴム栓 5 個付属 *1
モジュール
あたり 2 個
モジュール
あたり 1 セット
モジュール
あたり 1 個
1個
1個
1 セット
1 セット
1 セット
1枚
4 セット
1冊

終端抵抗接続用
付加仕様コード /UM、/U、/PM
付加仕様コード /H6、/H7
付加仕様コード /SCT
タグプレート、ワイヤ
/SCT 以外で TAG No. 指定時
付加仕様コード /CB4、/CD4、
CF4、/CB6、/CD6、CF6 *2
本書

形名コードのデジタル通信が -E の場合、Ethernet ケーブル用のケーブルグランドが付属します。
/CB6、/CD6 および /CF6 の場合、Ethernet ケーブル用のアダプタが付属します。
IM 12A01F01-01JA
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表2 その他部品
品名
部品番号
G1/2
K9703WF
1/2NPT
K9703WG
M20 × 1.5
K9703WH
取付
パイプ、壁取り付け金具（ステンレス製） K9703SS
金具
パネル取り付け金具（ステンレス製） K9703ZD
日除け ステンレス製
K9698WK
フード ステンレス製 + ウレタン塗装
K9698WL
ゴム栓
K9334CN
ヒューズ
A1633EF
SD カード
A1005NL
コンジット工事用
アダプタ

数量
4 セット
4 セット
4 セット
1 セット
1 セット
1 セット
1 セット
1個
1個
1個

備考
付加仕様 /CB □の追加用
付加仕様 /CD □の追加用
付加仕様 /CF □の追加用
付加仕様 /U と同じもの
付加仕様 /PM と同じもの
付加仕様 /H6 と同じもの
付加仕様 /H7 と同じもの
ケーブルグランド用栓
250V/2.5A( 最小購入数 5 個 )
2 GB、産業用 SD カード（電源遮断リ
カバリー機能付き）
お客様にてご用意いただいても構いません。
容量：128MB 以上、規格：SD、SDHC

表3 形名およびコード
形名
基本コード
付加コード
FLXA402 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
電源
-A
・・・・・・・・・
-D
・・・・・・・・・
ハウジング -B
・・・・・・・・・
-D
・・・・・・・・・
タイプ
-AJ
・・・・・・・・・
-AB
・・・・・・・・・
-AD
・・・・・・・・・
-AG
・・・・・・・・・
-AQ
・・・・・・・・・
-AR
・・・・・・・・・
-DD
・・・・・・・・・
第 1 入力
-P1
・・・・・・・・・
-C1
・・・・・・・・・
-C5
・・・・・・・・・
-D1
・・・・・・・・・
-D5
・・・・・・・・・
-D6
・・・・・・・・・
-S5
・・・・・・・・・
第 2 入力
-NN
・・・・・・・・・
-P1
・・・・・・・・・
-C1
・・・・・・・・・
-C5
・・・・・・・・・
-D1
・・・・・・・・・
-S5
・・・・・・・・・
mA 出入力
-A2
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

-A4
接点出力
Bluetooth
デジタル通信
使用地域
―
付加仕様

-WR
-NR
-N
-B

-N
-E
-R

-J
-N

-NN
取付金具
フード
タグプレート
コンジット工事用アダプタ

計量法検定

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
/UM
/U
/PM
/H6
/H7
/SCT
/CB4
/CD4
/CF4
/CB6
/CD6
/CF6
/K

仕様
4 線式液分析計
AC 電源
DC 電源
アルミニウム合金鋳物＋ウレタン塗装
アルミニウム合金鋳物＋重防食塗装
一般（日本国内推奨、規格マークなし）
一般（CE、RCM、中国規格）
一般（CSA）
一般（KC）
一般（EAC、PA マーク付）
一般（EAC）
NI 防爆（FM）
pH/ORP
導電率（SC）
電磁導電率（ISC）
溶存酸素（DO）
デジタル検出器（DO70G）
デジタル検出器（DO71、DO72）
SENCOM SA
なし
pH/ORP
導電率（SC）
電磁導電率（ISC）
溶存酸素（DO）
SENCOM SA
4-20mA 出力 2 点 + 接点入力 1 点（mA1 出力
は HART 付）
4-20mA 出 力 4 点 +4-20mA 入 力 1 点 + 接 点
入力 2 点（mA1 出力は HART 付）
接点出力付（洗浄、警報出力あり）
なし（洗浄、警報出力なし）
なし
Bluetooth 付
なし
Modbus TCP/IP
Modbus RTU（RS485）
日本
日本以外
常に -NN
汎用取付金具セット（ステンレス製）
パイプ、壁取付金具（ステンレス製）
パネル取付金具（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製＋ウレタン塗装）
ステンレスタグプレート
G1/2 × 4 個
1/2NPT × 4 個
M20 × 1.5 × 4 個
G1/2 × 3 個 +G1/2 for Ethernet 1 個
1/2NPT × 3 個 +1/2NPT for Ethernet 1 個
M20 × 1.5 × 3 個 +M20 for Ethernet 1 個
計量法検定付
IM 12A01F01-01JA
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設置・配線
前面扉を開き、シールドカバーを取り外した状態でケーブルグランドを取り付けてくだ
さい。配線が済んだ後は確実にシールドカバーを取り付けてください。
詳細は、取扱説明書IM 12A01F01-02JAを参照してください。

2.1

設置場所
FLXA402 は防雨構造で、屋内外に設置できます。また、できるだけ検出器の近くに設置
して、検出器との間のケーブルが長くならないようにしてください。
設置場所の周囲温度および湿度が、必ず以下の範囲内にある場所を選択してください。
また、屋外設置で直射日光が当たる場合、日除けフードを使用してください。
周囲温度： -20 ～ 55℃
保管温度： -30 ～ 70℃
周囲湿度： 10 ～ 90％ RH（40℃のとき）
（ただし結露しないこと）
また、以下の条件を備えた場所を選んでください。
• 機械的振動や衝撃がほとんどない
• 変換器の付近にリレースイッチや電源スイッチが設置されていない
• ケーブルグランドの下にケーブル接続用のスペースがある
• 直射日光や厳しい気象条件にさらされない
• 保守作業が可能
• 腐食性雰囲気がない
FLXA402 の取付け方法は取付金具セットを使用することにより、壁取付け、パイプ取付け、
あるいはパネル取付けが可能になります。FLXA402 や取付金具などの寸法は、取扱説明
書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

注意
・ 作業を行なう前に、必ず電源を遮断してください。
供給電源が FLXA402 の仕様に適合していること、また銘板に記載されている電圧に
一致していることを確認してください。
・ 前面扉を開く際、ハウジングのねじ切り部分を破損しないように、ねじが完全にね
じ穴から上がった状態であることを確認してゆっくり開いてください。ねじ切り部
を破損してねじが締め付けられなくなると、防水性が損なわれます。
・ 前面扉の 4 本のねじは、紛失しないようにご注意ください。

2.2

配線

2.2.1

準備
電源端子と接点出力端子（装着されていない場合もあります。
）は、シールドカバーの下
にあります。
最初にこの接点出力端子と電源コネクタへの配線を行い、次にその他の配線を順番にお
こないます。詳細は、取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

IM 12A01F01-01JA
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警告
・ 配線には、耐熱性 75℃以上のケーブルを使用してください。
・ IP66 以上に適合するように配線してください。前面扉の 4 本のネジの締め付けトル
クは 1.5 から 1.6 N·m です。
・ 電源ケーブルは、UL2556VW-1 またはそれと同等の規格に適合したケーブルを使用
してください。
・ 危険防止のため、かつ干渉を避けるため、FLXA402 の電源端子の上には、必ずシー
ルドカバーを取付けてください。

シールドカバー

2.2.2

ケーブル、端子、ケーブルグランド、コンジットアダプタ
適合ケーブル芯のサイズは 0.13 ～ 2.5 mm2（AWG 26 ～ 14）です。付属のケーブルグラ
ンドは、外径 6 ～ 12 mm のケーブル用です。使用しないケーブル引き込み口は、必ず付
属の栓をつけたケーブルグランドでふさいでください。
詳細は、取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

2.2.3

電源配線
注意
作業を行なう前に、必ず電源を遮断してください。供給電源が FLXA402 の仕様に適合し
ていること、また銘板に記載されている電圧に一致していることを確認してください。

警告
・ 変換器の電源には外部スイッチまたはブレーカを設置してください。
・ 使用する外部スイッチまたはブレーカは、定格 5A、IEC 60947-1 または IEC 60947-3
に適合していること。
・ 外部スイッチまたはブレーカは、変換器と同じ場所に設置することを推奨します。
・ 外部スイッチまたはブレーカは、作業者の手が届く範囲内に設置し、変換器の電源
スイッチであることがわかるように印をつけてください。
・ 電源ケーブルや接点出力ケーブル等の電源ラインは、ケーブルラック、コンジット管、
ナイロンバンド等を使用して壁や建造物にしっかりと固定してください。ケーブル
が引っ張られて端子から外れると感電の恐れがあります。
IM 12A01F01-01JA
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機器を使用する地域の安全規制によっては、外部回路ブレーカの設置が必要なところが
あります。

● 端子およびケーブル引き込み口への接続
電源端子はシールドカバーの下にあります。電源ケーブルを、ケーブルグランドに通し
て接続します。端子の適合ケーブルサイズは、断面積 2.5 mm2（AWG14）です。先端は
圧着端子を使用してください。詳細は、取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してくださ
い。

● 電源配線
電源コードの選択により、AC 電源（-A）または DC 電源（-D）の配線をします。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

AC 電源用端子

DC 電源用端子

● 接地配線
ユーザの安全のために、また機器を干渉から保護するために、必ず変換器のケースを D
種接地
（接地抵抗 100 Ω以下）
してください。接地には、
断面積の大きいケーブルを使用し、
このケーブルを外部保護接地端子もしくは内部保護接地端子に接地します。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

（M4 ねじ）
（M4 ねじ）

警告
保護接地用ケーブルは、断面積が 0.75 mm2 以上のものを使用してください。
CSA 安全規格機器（Type：-AD）の場合は、断面積が 0.75 ～ 2.1 mm2 のものを使用して
ください。

IM 12A01F01-01JA
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接点信号の配線

● 接点出力
FLXA402 変換器には接点出力が 4 点あり、使用する環境に合わせて配線・設定すること
ができます。接点 S4 はフェイルセーフ接点です。
定格電圧 300 V AC 以上、接点出力に接続された負荷に応じた電流容量のケーブルを使用
してください。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

● 接点入力
リモート洗浄サイクル開始またはリモートレンジ開始用の接点流力信号です。シールド
ケーブルを使用してください。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

2.2.5

電流入力/電流出力の配線

● 電流入力
入力信号は 4 ～ 20 mA の電流信号です。定格電圧 30 V AC 以上のシールドケーブルを使
用してください。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

● 電流出力
出力信号は 4 ～ 20 mA の電流信号で、最大負荷は各 600 Ωです。定格電圧 30 V AC 以上
のシールドケーブルを使用してください。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

2.2.6

検出器の配線
FLXA402 には多くの種類の検出器（当社製および他社製）を使用することができます。
FLXA402 の端子台は M3 ねじ用です。締め付けトルクは 0.6 N·m です。配線端子としてピ
ン端子、丸形端子、フォーク端子（Y 端子）が使用できます。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

2.2.7

通信の配線
FLXA402 の有線式デジタル通信は、ご使用の環境に合わせて Ethernet（Modbus TCP/IP）
または RS-485（Modbus RTU）を選択できます。必ずシールドケーブルを使用して配線
してください。
詳細は取扱説明書 IM 12A01F01-02JA を参照してください。

注意
前面扉のねじを締める際には、1 つのねじを締め切らずに、四隅のねじを平均に 2 周程度
かけて締めていってください。また、電動ドライバを使用する場合は、回転数 400 rpm
までのものを使用し、1000 rpm などの高速回転のドライバは使用しないでください。
前面扉の 4 本のねじの締め付けトルクは 1.5 ～ 1.6 N·m です

IM 12A01F01-01JA
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操作
すべての配線が完了したら、機器の電源を入れます。LCD画面がオンになっていること
を確認し、ホーム画面が表示されるまで待ちます。正しく設定されていないと、エラー
マークが表示されるか、表示された測定値が正しくない可能性があります。
詳細は下記取扱説明書を参照してください。
ドキュメント名
変換器操作編
pH/ORP 操作編
SC 操作編
ISC 操作編
DO 操作編
HART 通信
MODBUS 通信

ドキュメント番号
IM 12A01F01-03JA
IM 12A01F02-01JA
IM 12A01F03-01JA
IM 12A01F04-01JA
IM 12A01F05-01JA
TI 12A01F01-61JA
TI 12A01F01-62JA

● 言語の変更
FLXA402 の初期設定言語は英語です。英語以外の言語を選択する場合は、取扱説明書 IM
12A01F01-03JA を参照してください。

● 操作
使用するセンサに応じて、操作編の取扱説明書を参照してください。

4.

保守

■ 定期保守
FLXA402 では、
窓の清掃以外は定期保守がほとんど必要ありません。前面窓は清浄に保ち、
画面がはっきりと見えるように、またタッチパネルの操作が適切にできるようにしてく
ださい。汚れた場合は、柔らかい湿った布または柔らかいティッシュで拭いてきれいに
してください。頑固な汚れの場合は、中性洗剤を使用してください。
前面扉を開けたりケーブルグランドを外して元に戻す際は、シール部を清潔にして正し
くはめ込み、水や水蒸気に対するケースの防水性を維持してください。
pH 測定では高インピーダンス検出器 ( ガラス電極 ) を使用しています、変換器内部に湿
気が入らないように注意してください。

注意
強力な化学薬品や溶剤は絶対に使用しないでください。窓の汚れがひどい場合や傷がつ
いたとき、部品の交換となる場合があります。当社サービスにご相談ください。

● バッテリ
FLXA402 は、リチウム電池（バッテリ）が装備されており、電源が切れている間の時計
機能を維持しています。電池の予想稼働寿命は約 10 年です。これは電池の寿命を保証す
るものではありません。寿命になりましたら、当社サービスにご連絡ください。

● ヒューズ
本器はヒューズで内部保護されています。ヒューズを交換しても再度切れる場合は、当
社サービスにご連絡ください。
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