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◆ はじめに
この度は FLXA

TM

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 ドキュメント番号 備考
FLXA402　4 線式液分析計 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 ドキュメント番号 備考

FLXA402　4 線式液分析計
スタートアップ＆安全マニュアル IM 12A01F01-01JA 製品添付（紙マニュアル）

FLXA402　4 線式液分析計　設置要領 IM 12A01F01-02JA 電子マニュアル（本書）
FLXA402　4 線式液分析計　変換器操作編 IM 12A01F01-03JA 電子マニュアル
FLXA402　4 線式液分析計　pH/ORP 操作編 IM 12A01F02-01JA 電子マニュアル
FLXA402　4 線式液分析計　SC 操作編 IM 12A01F03-01JA 電子マニュアル
FLXA402　4 線式液分析計　ISC 操作編 IM 12A01F04-01JA 電子マニュアル
FLXA402　4 線式液分析計　DO 操作編 IM 12A01F05-01JA 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

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 ドキュメント番号 備考
FLXA402　4 線式液分析計　HART 通信 TI 12A01F01-61JA 電子マニュアル
FLXA402　4 線式液分析計　MODBUS 通信 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 12A01F01-02JA 9th Edition : Apr. 2023 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2018, Yokogawa Electric Corporation

http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa402/download/
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■ 本書の構成について
FLXA402　4 線式液分析計は、お客様の仕様により、pH/ORP 変換器、導電率変換器 (SC)、
電磁導電率変換器 (ISC)、溶存酸素変換器 (DO) としてお使いいただけます。
本書では、変換器に共通な部分のうち、最初にお読みいただきたい製品の概要、設置、
配線について記述しています。
仕様によって異なる操作（機器設定、校正）などにつきましては下記の表の構成のよう
に取扱説明書が分かれていますので、併せてお読みいただきますようお願いします。

内容 pH/ORP
SENCOM SA

導電率(SC)
SENCOM SA 電磁導電率(ISC) 溶存酸素(DO)

デジタル検出器
概要 IM 12A01F01-02JA（本書）
配線・設置 IM 12A01F01-02JA（本書）
変換器操作（機器設定、
校正）、保守、
トラブルシューティング

IM 12A01F01-03JA

センサ操作
（機器設定、校正） IM 12A01F02-01JA IM 12A01F03-01JA IM 12A01F04-01JA IM 12A01F05-01JA

■ 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。
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1. 概要
FLXA402 4 線式液分析計は、従来のアナログ検出器 *1 に加え、SA11 SENCOM

TM
 スマート

アダプタと専用検出器を組み合わせたデジタル検出器の接続が可能となり、さらにマル
チ接続 *2（最大 5 本の検出器）も可能です。
検出器は pH/ORP、導電率、電磁導電率、溶存酸素から組合せできます。
出力信号は、従来のアナログ出力や HART 通信のほか、Modbus TCP、Modbus RTU/
RS485 の使用が可能です。また Bluetooth や Ethernet、RS485 通信を経由し、ローカルディ
スプレイとしてご使用いただけます。
詳細は仕様書（GS 12A01F01-01JA）をご参照ください。
*1： アナログ検出器は形名コードの第 1( 第 2) 入力で -P1、-C1、-C5、-D1 選択時に接続可能な検出器（PH8E □ P、

SC4AJ、ISC40GJ、DO30G など）です。
*2： 形名コードの第 1 入力で -S5 選択時に、BA11 ジャンクションボックスを使うことにより、SA11 SENCOM

スマートアダプタに接続した SENCOM SA 用 pH 検出器または SC 検出器を 4 本まで接続できます。

本書は、当社製の検出器システムや市販されている他社製の検出器と組み合わせて
FLXA402 を使用する方法について説明しています。本書ならびに使用する検出器などの
取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

1.1 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「1.4 形名およびコード」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

（/K の場合）

図1.1 FLXA402　銘板位置
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前面扉内側にも形名コード、スタイル、シリアル番号の記載がありますが、電源などの
記載はありません。

■ 付属品の確認
表 1.1、表 1.2 の付属品があることをご確認ください。
表1.1 標準付属品

品名 形名コード 数量 備考
ケーブルグランド 下記以外すべて ケーブルグランド（M20x1.5）8 個

ゴム栓 5 個

デジタル通信：
　-E（Modbus TCP/IP）

ケーブルグランド（M20x1.5）7 個
Ethernet 用ケーブルグランド（黒）1 個
ゴム栓 5 個

グロメットセット 第 1 入力：
　-P1（pH/ORP）

1 セット

第 2 入力：
　-P1（pH/ORP）

1 セット

グロメット 第 1 入力：
　-S5（SENCOM SA）

1 個

第 2 入力：
　-S5（SENCOM SA）

1 個

第 1 入力：
　 -D6（デジタル検出器

DO71、DO72）

1 個 DO71 用

ジャンパ 第 1 入力：
　-P1（pH/ORP）

2 個

第 2 入力：
　-P1（pH/ORP）

2 個

デジタル通信：
　-R（Modbus RTU (RS485)）

1 個 終端抵抗
接続用

スタートアップマニュアル
（IM 12A01F01-01JA）

すべて 1 冊
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表1.2 オプション（付加仕様選択）付属品

付加仕様コード 品名 数量 備考
/UM、/U パイプ、壁取付金具 1 セット /UM は /U と /PM

の 取 付 金 具 各 1
セ ッ ト が 付 属 し
ます。

/UM、/PM パネル取付金具 1 セット

/H6、/H7 日除けフード 1 セット

/SCT ステンレスタグプレート 1 セット
　ステンレスタグプレート
　ワイヤ

ご指定の TAG 
NO. を記入済み

/SCT 以外で
TAG NO. 指定時

タグプレート

TAG NO.

1 枚 ご指定の TAG 
NO. を記入済み

/CB4、/CD4、
/CF4

コンジット工事用アダプタ
セット

アダプタ 4 個
アダプタ用ケーブルグランド 4 個
ゴム栓 1 個

/CB6、/CD6、
/CF6

アダプタ 3 個
アダプタ用ケーブルグランド 3 個
Ethernet 用アダプタ 1 個
Ethernet 用ケーブルグランド（黒）1 個
ゴム栓 1 個

追加購入した部品などはここには示しません。1-8 ページの「● 追加購入用コンジット
工事用アダプタ」を参照してください。
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1.2 各部の名称
FLXA402の主な名称を示します。

1

ON

2

ケーブル接続穴（8個）

ジャンパホルダ（5か所）
（ジャンパは仕様により
付属します）

正面 前面扉を開いた状態

シールドカバー

LCD表示器

スライドスイッチ
（HART 使用時のみ）

前面扉

モジュール
（付属するモジュールは仕様により異なります）

リブートスイッチ
( 使用しないでください）

SDカード挿入口
（SDカードは付属しません）

図1.2 FLXA402　各部の名称

注意
スライドスイッチの 1 は HART 用です。HART 通信については技術資料（TI 12A01F01-
61JA）を参照してください。スライドスイッチの 2 は ON にしないでください。また隣の
リブートスイッチも押さないでください。
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FLXA402 はモジュールタイプの入出力機能をもっており、機能ごとに各モジュールにわ
かれています。
図 1.3 に各モジュールの名称と取り付け位置の例を示しますが、お使いの FLXA402 の形
名によって取り付けられているモジュールは異なります。

IO モジュール

電源端子部

内部接地端子

ヒューズケース

第 1センサモジュール *1

*2

*3

*1第 2 センサモジュール

通信モジュール

リレーモジュール

*1： 第 1 入力、第 2 入力のコード（例はどちらも -P1）により、モジュールの横に次の文字が記載されます。
  -P1：PH
  -C1：SC
  -C5：ISC
  -D1：DO
  -D5、-D6：デジタル検出器 （第 2 入力は選択不可）
  -S5：SENCOM SA
  -NN：（第 2 入力のみ選択可。第 2 センサモジュールはなし）
*2： デジタル通信のコード -R（Modbus RTU(RS485)）を選択した場合の例です。
 -E（Modbus TCP/IP）を選択した場合は下図のようになります。

 

Modbus TCP/IP
(Ethernet)

*3： 接点出力のコード -WR（接点出力付）を選択した場合の例です。
図1.3 FLXA402　入出力モジュールの名称と取り付け位置例（シールドカバーを外した状態）
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● ジャンパとジャンパホルダ
仕様によりジャンパが付属しますが、使用しないジャンパは紛失を避けるために前面扉
裏側のジャンパホルダに挿入して保管してください。
図 1.4 のようにジャンパホルダは 5 か所ありますので、どこを使用しても構いません。
A 部の場合は上 2 つと下 1 つのガイドの間にジャンパを差し込みます。
B 部の場合はホルダの穴にジャンパの穴を合わせるように、手前から押し入れます。カチッ
とはまります。
また、ホルダからジャンパを外す場合、B 部の場合は、両側にあるツメのどちらか（また
は両方）を広げるようにして外します。

A Bツメ

図1.4 ジャンパホルダ

1.3 仕様
最新の仕様書（GS 12A01F01-01JA）をご覧ください。
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1.4 形名およびコード
形名 基本コード 付加コード 仕様

FLXA402 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 4 線式液分析計
電源 -A

-D
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

AC 電源
DC 電源

ハウジング
（*1）

-B
-D

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

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

タイプ -AJ
-AB
-AD
-AG
-AQ
-AR
-DD

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

一般（日本国内推奨、規格マークなし）（*9）
一般（CE、RCM、中国規格）
一般（CSA）
一般（KC）
一般（EAC、PA マーク付き）（*12）
一般（EAC）（*12）
NI 防爆 (FM) (*8)

第 1 入力（*11） -P1
-C1
-C5
-D1
-D5
-D6
-S5

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

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（*2）

第 2 入力（*11） -NN
-P1
-C1
-C5
-D1
-S5

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
pH/ORP
導電率（SC）
電磁導電率（ISC）
溶存酸素（DO）
SENCOM SA（*3）

mA 出入力 -A2

-A4

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

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 -WR
-NR

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

接点出力付
なし

Bluetooth -N
-B

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
Bluetooth 付

デジタル通信 -N
-E
-R

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
Modbus TCP/IP
Modbus RTU（RS485）

使用地域（*4） -N
-J

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

日本以外
日本

― -NN ・・・・・・・・・ 常に -NN
付加仕様 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（*7）

計量法検定

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

汎用取付金具セット（ステンレス製）（*5）
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（*6）
1/2NPT × 3 個 +1/2NPT for Ethernet 1 個（*6）
M20 × 1.5 × 3 個 +M20 for Ethernet 1 個（*6）
計量法検定付（*10）

*1： ウレタン塗装は耐酸性用、重防食塗装はは耐酸性、耐アルカリ性用です。
*2： 第 1 入力には、BA11 を使用して、最大 4 本の SA11 と接続した検出器を接続できます（マルチ接続、

タイプ "-DD" 選択時を除く）。
 タイプ "-DD"（NI 防爆（FM)）選択時は、SA11 と接続した検出器を 1 本のみ接続できます。BA11 を使

用することはできません。
*3： 第 2 入力では SA11 と接続した検出器を 1 本だけ接続できます。
*4： 日本国内で使用する場合は必ず "-J" を選択してください。使用する単位が SI 単位のみとなります。
*5： 汎用取付金具セットには、パイプ、壁取付金具 (/U) とパネル取付金具 (/PM) が含まれます。
*6： デジタル通信で "-E"（Modbus TCP/IP）の場合のみ選択できます。Ethernet 通信です。
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*7： 配線穴は 8 か所あります。下表を参考に仕様により必要数に足りない場合は、追加購入お願いします。
仕様 電源 第 1 入力 第 2 入力 mA 出入力 接点出力 デジタル通信

コード すべて すべて -NN それ以外 -A2 -A4 -WR -NR -N -E -R
必要穴数 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1* 1

 *： Ethernet 専用コンジット
*8： タイプ "-DD" は NI 防爆（ノンインセンティブ防爆）に対応しています。タイプ "-DD" を選択した場合、

第１入力 / 第 2 入力の "-D1"、"-D5"、"-D6" は選択できません。
 第１入力 / 第 2 入力に "-S5" を選択した場合、接続する SA11 は、"-CD"（本安機器形（FM/CSA））を選

択してください。
 防爆規格の詳細や防爆使用上の制限事項については、GS 12A01F01-01EN または IM 12A01F01-02EN を

参照してください。
*9： 日本国内向けは "-AJ" を推奨します。
*10： 日本の計量法検定付は pH 測定 ( アナログ形検出器 )( 第 1 入力 ) のみが対象です。 

出力信号は 4-20 mA のみ対象で、HART 通信および Bluetooth の測定値信号は対象となりません。 
デジタル通信（Modbus TCP/IP、Modbus RTU）を選択した場合は、RS485 または Ethernet を用いた通
信の測定値信号も対象となります。 
製品の組み合わせコードとしては、次のようになります。 
　FLXA402-A- □ -AB( または -AJ)-P1-NN-A □ - □ R- □ - □ -J-NN/K（/K 以外の付加仕様も選択可能）

*11： 第１、第２入力を選択した場合は、それぞれの入力用の検出器をご準備ください。検出器を接続しない
場合はアラームが発生します。

*12： タイプ "-AQ"、"-AR" は、一般（EAC PA マーク付き、EAC）に対応しています。タイプ "-AQ"、"-AR" を
選択した場合、第１入力の "-D6" は選択できません。

● 追加購入用コンジット工事用アダプタ
種類 部品番号 数量 備考

コンジット工
事用アダプタ

G1/2
（アダプタ用ケーブルグランド + アダプタ）

刻印：なし
K9703WF 4 セット 付加仕様 /CB □の追加用

1/2NPT
（アダプタ用ケーブルグランド + アダプタ）

刻印：A
K9703WG 4 セット 付加仕様 /CD □の追加用

M20 × 1.5
（アダプタ用ケーブルグランド + アダプタ）

刻印：M
K9703WH 4 セット 付加仕様 /CF □の追加用

● その他部品
品名 部品番号 数量 備考

取付金具 パイプ、壁取り付け金具（ステンレス製） K9703SS 1 セット 付加仕様 /U と同じもの
パネル取り付け金具（ステンレス製） K9703ZD 1 セット 付加仕様 /PM と同じもの

日除け
フード

ステンレス製 K9698WK 1 セット 付加仕様 /H6 と同じもの
ステンレス製 + ウレタン塗装 K9698WL 1 セット 付加仕様 /H7 と同じもの

ゴム栓　 K9334CN 1 個 ケーブルグランド用栓
ヒューズ A1633EF 1 個 250V/2.5A

（最小購入数 5 個）
SD カード A1019NL 1 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
電源遮断リカバリー機能付き

注記
SD カードは必要に応じてご用意ください。詳細は変換器操作編（IM 12A01F01-03JA）の 5.1
節を参照ください。

1.5 外形図
最新の仕様書（GS 12A01F01-01JA）をご覧ください。
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2. 設置・配線
設置と配線について説明します。
配線前に付属のケーブルグランドを取り付けてください。

2.1 設置場所
FLXA402 は防雨構造で、屋内外に設置できます。ただし、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
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2.2 設置
FLXA402 や取付金具などの寸法は、「1.5 外形図」を参照してください。

以下のような取付け方法があります（図 2.1）。
• パネル取付け ·····取付金具 (/PM) または (/UM) 使用
• 壁取付け ··············取付金具 (/U) または (/UM) 使用（例：壁）
• パイプ取付け ·····取付金具 (/U) または (/UM) 使用、水平または垂直パイプ（呼び径 50A）

汎用取付セット（/UM）にはパイプ、壁取付金具（/U）とパネル取付金具（/PM）が含ま
れます。使わない部品も含まれています。

19
5

0
+1138

0+1
13

8
185

単位：mm
パネル取付けの場合

壁取付けの場合

パイプ取付けの場合

(注) パイプ取付け用金具と同じものが付属
します。

 壁面に取り付けるときは、ブラケット
だけを使用します。

(注) 壁取付の場合は、8kgの
質量に耐える壁に取り
付けてください。

(注) パイプ用ブラケットの取付方向を
変えれば、水平パイプに取付けで
きます。

M8ボルト（付属しません）
取り付け穴に適合する長さの
ものを準備してください。

(注) 日除けフード（オプション）を付
加する場合は、上部2か所のブラ
ケット取付けねじを利用して固定
します。

ブラケット

取付け穴（3か所）

壁

ブラケット取付けねじ*

ブラケット取付けねじ*

固定ねじ（2本）

パネル

連続パネルカット寸法

ナット（2個）
ワッシャ（2個）

スタンション（50Aパイプ）

ブラケット取付けねじ*

ブラケット

ブラケット

パイプ用ブラケット

Uボルト

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。

図2.1 取付金具（オプション）を使用した取付方法

取付方法を変更する場合、取付金具を購入可能です。1-8 ページの「● その他部品」を参
照してください。
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2.3 シールドカバーの取り外し
シールドカバーは、高電圧になる電源端子とリレーモジュールをカバーするものです。

注意
カバーを外す場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

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。
シールドカバーは図 2.2 の△部の 2 か所をねじをゆるめ、○部を持って手前に引っ張って
外してください。

注記
シールドカバーのねじを紛失しないように注意してください。

シールドカバー

これらのねじは
外さないでください。

ねじ
図2.2 シールドカバー
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2.4 ケーブルグランドの取り付け
ケーブル接続穴に付属のケーブルグランドを下からねじ込んで取り付けてください（図
2.4 参照）。ねじがきちんと入っていることを確認してから締めるようにしてください。
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、必ず付属のゴム栓をつけたケーブルグランドで塞い
でください。
デジタル通信コードが -E（Modbus TCP/IP）の場合は、通信モジュール用の穴には
Ethernet 用のケーブルグランド（黒）を付けてください。
また、コンジット工事用アダプタを使用する箇所は、オプション付属品のコンジット工
事用アダプタセットを使用して図 2.5 のように取り付けてください。

IOモジュールケーブル用

センサモジュール
（検出器ケーブル）用

リレーモジュール
（接点出力ケーブル）用

電源用

通信モジュール用

図2.3 ケーブル引き込み口の割付

注意
ハウジングの穴のふちなどで、けがをしないように気をつけてください。

ケーブルグランド
本体

Oリング

ケーブルグランド
キャップ

ケース

ゴム栓
（配線しない場合）

パッキン

図2.4 ケーブルグランド

注意
ケーブルグランドを取り付ける際は、指定の締め付けトルク（2 N·m）で締め付けてくだ
さい。
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● コンジット工事用アダプタ（オプション）の取り付け
ケーブルをコンジットで保護する場合は、アダプタ（付加コード：/CB4、/CD4、/CF4、 
/CB6、/CD6 または /CF6）を使用します。

注意
ケーブル接続穴は 8 個あります。アダプタを使用しない穴は標準付属品のケーブルグラ
ンド（濃いグレイ）を使用してください。

ケーブル接続穴のアダプタを使用する箇所に、標準付属品のケーブルグランド（濃いグ
レイ）の代わりに付属のアダプタ用ケーブルグランド（白）とアダプタを取付けてくだ
さい（図 2.5）。アダプタ用ケーブルグランドのキャップは使用しません。
Ethernet の配線用には、Ethernet 用のケーブルグランド（黒）と Ethernet 用のアダプタ（E
の刻印付き）を使用してください。

G1/2 （/CB4、/CB6）
1/2NPT （/CD4、/CD6）
M20x1.5 (/CF4、/CF6)

コンジット工事用
アダプタ

アダプタ用
ケーブルグランド

ケース ケース

G1/2 （/CB6）
1/2NPT （/CD6）
M20x1.5 (/CF6)

コンジット工事用
アダプタ（Ethernet用）

Ethernet 用
ケーブルグランド

図2.5 コンジット工事用アダプタ（オプション）

注意
コンジットを使用する場合は、フレキシブルフィッティングを使用してください。アダ
プタに強い力が加わると、FLXA402 のハウジングを損傷することがあります。
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2.5 配線
以下のように配線してください（図 1.3 参照）。

(1) 電源端子部（「2.5.1 電源端子部配線」）
(2) リレーモジュール（「2.5.2 リレーモジュール（接点出力）の配線」）
(3) 通信モジュール（「2.5.3 通信の配線」）
(4) 第 2 センサモジュール（「2.6 検出器の配線」）
(5) 第 1 センサモジュール（「2.6 検出器の配線」）
(6) IO モジュール（「2.5.4 IO モジュールの配線」）

(1)、（2）はどちらが先でも構いません。シールドカバーを外し配線し、完了したら必ずシー
ルドカバーをしてください。

 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 本のねじの締め付けトルクは 1.5
～ 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。

 警告
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。

注意
配線は FLXA402 への電源を遮断した状態で行なってください。

注意
電源配線と接点出力配線が完了したら、シールドカバーを付けてください（2.3 節参照）。

注記
シールドケーブルの接地について
シールドケーブルはノイズ除去にとても有効ですが、シールドの接地方法は使用状況に
よって異なります。シールドを本器の接地にだけ接続する片側接地は、ケーブルの長さ
が長くなり、接続相手の接地と本器の接地間に電位差がある場合のノイズ除去に有効で
す。
接続相手の接地と本器の接地間に電位差がない場合は、接続相手側の接地にも接続する
両側接地が有効な場合もあります。また、両側接地にして、片側の接地にコンデンサを
直列に接続すると有効な場合もあります。
ただし、検出器の配線は、片側接地での使用を前提にしていますので、両側接地になら
ないようご注意ください。
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2.5.1 電源端子部配線

注意
作業する前に、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。

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。

前面扉を開き、シールドカバーを取り外し、端子台が見える状態で配線をします。
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。
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■ 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。

● AC電源
端子の L、N の表示にあわせてケーブルの L、N を接続します。
電源接地については、図 2.8 を参照してください。定格電圧 300 V AC 以上のケーブルを
使用してください。

図2.6 AC電源用端子

● DC電源
端子の +、- の表示にあわせてケーブルの +、- を接続します。
電源接地については、図 2.8 を参照してください。導線は、断面積 1.25 mm2 以上のもの
を使用してください。ケーブルは、外径 6 ～ 12 mm のものを使用してください。定格電
圧 30 V AC 以上のケーブルを使用してください。

図2.7 DC電源用端子
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■ 接地配線

注意
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、このケーブルをケースの背面に固定します。
上記で接地できない場合のみ、電源供給側で内部接地端子に接地します。図 2.8 を参照し
てください。
配線端子は丸形端子を使用してください。

 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。

（M4ねじ）

（M4ねじ）

図2.8 外部接地（背面）または内部接地

注記
AC 電源仕様の場合、必ず保護接地をしてください。
DC 電源仕様の場合、保護接地は必要としていませんが機能接地をしてください。
AC 電源仕様と同じケースを用いているため、保護接地をあらわす の記号が表示されて
いますが、機能接地として使用してください。

注意
電源端子部の配線と、リレーモジュールがある場合は接点出力の配線が終わったら、必
ずシールドカバーを元のように取り付けてください。
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2.5.2 リレーモジュール（接点出力）の配線
リレーモジュールがある場合は、接点出力の配線をします。
接点出力信号は、無電圧リレー接点（SPDT）で構成されています。信号は、信号処理器（コ
ントローラ、PLC など）へのデジタル出力としても使用可能です。
接点出力の信号用には多芯ケーブルを使用してください。
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。
リレーモジュール端子のねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
32 S1(NC) 接点 S1　NC
31 S1(C) 接点 S1　COM
33 S1(NO) 接点 S1　NO
42 S2(NC) 接点 S2　NC
41 S2(C) 接点 S2　COM
43 S2(NO) 接点 S2　NO
52 S3(NC) 接点 S3　NC
51 S3(C) 接点 S3　COM
53 S3(NO) 接点 S3　NO
72 S4(NO) 接点 S4　NO
71 S4(C) 接点 S4　COM
73 S4(NC) 接点 S4　NC

図2.9 リレーモジュール端子割付

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。機能の詳細については、変換器操作編（IM 
12A01F01-03JA）4.4 節「接点出力設定」を参照してください。
ケーブル接続穴は 2 つあります。配線に無理にない方を使用してください。
使用しないケーブルグランドの穴は、必ず付属のゴム栓で塞いでください。

● 警報（プロセス警報モニタリング）
測定値が、警報設定値を超える（または下回る）と、警報が作動するように設定した接
点です。

● 異常
異常が起きると、作動するように設定した接点です。
異常には「故障」と「警告」があり、変換器の内部診断機能（電子回路部）により自動
的に通知されるものもあります。一般的なエラーは「故障」・「警告」をユーザが選択可
能です（変換器操作編（IM 12A01F01-03JA）4.7 節「エラー設定」を参照してください）。
異常接点は、必要に応じ警告ランプ、警報ベル、表示器等の警報機器に接続してください。

接点動作を以下に示します。メイン画面の （変換器操作編（IM 12A01F01-03JA）2.2 節
参照）を押すと、接点状態が表示されます。

接点 電源投入時で通常運転時 電源投入時で警報状態時 電源遮断時
S1、S2、S3 NO

C
NC

NO
C

NC

NO
C

NC

S4 NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC
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2.5.3 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。
外来ノイズによる誤動作を防ぐため、また FLXA402 からの放射ノイズによる他の機器へ
の影響を避けるために必ずシールドケーブルを使用してください。

■ RS-485ケーブル
デジタル通信のコード -R（Modbus RTU(RS485)）を選択した場合の配線です。
通信モジュール端子のねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
94 SHLD シールド
93 GND シグナル GND
92 B- データ ( 負極 )
91 A+ データ ( 正極 )
95 Term 終端抵抗接続用（110 Ω）

図2.10 通信モジュール端子割付

芯線がより線 ( ツイストペア ) となっている多芯のシールドケーブルを使用してください。
シールドは端子 94 に接続します。
信号終端用抵抗 ( 抵抗値 110 Ω) が内蔵されていますので、通信環境に応じて終端をして
ください。
終端させる場合は、図 2.11 のように付属のジャンパを用いて端子 91 と 95 をつないでく
ださい。ジャンパによりモジュール内部で信号が終端されます。
この場合、端子 91 は信号線とジャンパの共締めになります。

図2.11 RS-485信号の終端方法

注記
終端させない場合は、付属のジャンパは紛失を避けるために前面扉裏のジャンパホルダ

（図 1.4 参照）に挿入して保管してください。
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■ Ethernet通信ケーブル
デジタル通信のコード -E（Modbus TCP/IP）を選択した場合の配線です。
図 2.12 に示す位置に RJ45 コネクタが用意されています。
カテゴリ 5 以上の STP ケーブル（シールドケーブル）を RJ45 コネクタに挿してください。
ケーブルの結線はストレート / クロスともに使用可能です。

Modbus TCP/IP
(Ethernet)

図2.12 通信モジュール（Ethernet）コネクタ位置

注記
Ethernet 用のケーブルグランドやアダプタ（オプション）を使用してください。
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2.5.4 IOモジュールの配線
先に検出器の配線（「2.6 検出器の配線」）をしてください。
電流信号（電流出力、電流入力）、接点入力の配線をします。
仕様により、電流入力の配線は不要です。

■ 電流出力
FLXA402 のアナログ出力信号は、制御システム、記録計等の周辺機器に送られる電流信
号 4 ～ 20 mA です。
電流出力機能は IO モジュールに含まれます。
出力信号は、4 ～ 20 mA の電流信号です。最大負荷は各 600 Ω です。出力信号ケーブルには、
必ずシールドケーブルを使用してください。シールドは端子63（または89*）に接続します。
*： mA 出入力が "-A4" の場合は端子 89 は電流入力で使用しますので、電流出力では使えません。

定格電圧 30 V AC 以上のケーブルを使用してください。
配線にはシールド付多芯ケーブルを使用してください。
IO モジュール端子のねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
61 mA1+ 電流出力 1+（HART 通信機能付）
62 mA1- 電流出力 1-
65 mA2+ 電流出力 2+
66 mA2- 電流出力 2-
81 mA3+ 電流出力 3+　*1
82 mA3- 電流出力 3-　*1
85 mA4+ 電流出力 4+　*1
86 mA4- 電流出力 4-　*1
63 SHLD シールド
89 SHLD シールド

*1： mA 出入力のコード -A4 を選択した場合
図2.13 IOモジュール端子割付
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■ 電流入力
mA 出入力のコード -A4 を選択した場合の配線です。
FLXA402 のアナログ入力信号は DO 検出器使用時の圧力補償や pH、SC、ISC、DO 検出器
使用時の温度補償のための電流信号 4 ～ 20 mA です。
電流入力機能は IO モジュールに含まれます。
入力信号ケーブルには、必ずシールドケーブルを使用してください。シールドは端子 89
に接続します。
定格電圧 30 V AC 以上のケーブルを使用してください。
配線にはシールド付多芯ケーブルを使用してください。
IO モジュール端子のねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
87 AI+ 電流入力 +
88 AI- 電流入力 -
89 SHLD シールド

図2.14 IOモジュール端子割付

■ 接点入力
接点入力機能は IO モジュールに含まれます。洗浄周期の開始や、pH/ORP、SC、ISC、
DO の各 4 ～ 20 mA 出力（設定変更可）レンジの変更をします。
入力信号ケーブルには、必ずシールドケーブルを使用してください。シールドは端子 63
に接続します。
IO モジュール端子のねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
21 DI1 接点入力 1
22 COM 接点入力用 COM
24 DI2 接点入力 2　*1
63 SHLD シールド

*1： mA 出入力のコード -A4 を選択した場合
図2.15 IOモジュール端子割付

すべての配線が終了したら、FLXA402 の前面扉を閉めて、電源を投入します。画面が正
常に表示されることを確認してください。

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。
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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。

ピン端子：   最大径：1.9 mm
丸形端子、フォーク端子： 最大幅：7.8 mm

検出器の詳細は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

注記
第 2 入力のある場合は、上段のモジュールが第 1 入力になります。配線の際、間違えな
いようにしてください。

第 2 入力のある場合は、先に下段の第 2 センサモジュールから配線をします。
ケーブル接続穴は 2 つあります。どちらを使用しても構いません。
第 2 入力のない場合、使用しないケーブルグランドの穴は、必ず付属のゴム栓で塞いで
ください。

第 1 入力または第 2 入力のコード別に配線方法を記述します。

コード 仕様 説明項
-P1 pH/ORP 2.6.1
-C1 導電率（SC） 2.6.2
-C5 電磁導電率（ISC） 2.6.3
-D1 溶存酸素（DO） 2.6.4

-D5、-D6 デジタル検出器 2.6.5
-S5 SENCOM SA 2.6.6

注意
検出器の配線は、片側接地での使用を前提にしていますので、両側接地にならないよう
ご注意ください。
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2.6.1 pH/ORP検出器の配線
第 1 入力または第 2 入力のコード -P1（pH/ORP）を選択した場合の配線です。
端子の横の表示が PH であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

端子番号 端子名 用途
15 GE 入力 1（通常、測定電極）
16 S 入力 1 用シールド
13 RE 入力 2（通常、比較電極）
12 T2 測温体
11 T1 測温体
14 SE 液アース

図2.16 PHモジュール端子割付

ケーブルグランドは外径 6 ～ 12 mm のケーブル用です。
外径 6 mm より細い検出器ケーブルを配線する場合は、付属のグロメットセットを使用
してください。
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OR8EFG
OR8ERG

*2

WTB10-PH5、WTB10-PH1
中継端子箱 *1

FLXA402

一般用ORP検出器接続の場合

16
15
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16PH8EFP
PH8ERP
PH8EHP

*2

WTB10-PH5、WTB10-PH1
中継端子箱 *1

FLXA402

15
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

一般用pH検出器接続の場合

*1： 中継端子箱は、FLXA402をpH/ORP検出器から離して設置する場合のみ使用されます。
*2： このケーブルは中継端子箱の付加コードにより指定されます。

16
*215

13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16

SA405

PH4P
PH4F
PH4C

PH4P
PH4F
PH4C
PH4FE

*215
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16PH4PT
PH4FT
PH4CT

*215
13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16OR4P
OR4C *215

13
12
11
14

16
15
13
12
11
14

16
15
14
13
12
11

15
14
13

PH4P
PH4F
PH4C
PH4FE
OR4P
OR4C

16
15
14
13
12
11

15
14
14
13
12
11

PH4PT
PH4FT
PH4CT

WTB10-PH5、WTB10-PH1
中継端子箱 *1

FLXA402

WTB10-PH6、WTB10-PH2
中継端子箱 *1

FLXA402

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

WTB10-PH5、WTB10-PH1
中継端子箱 *1

FLXA402

<OR4□ ORP検出器>

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

WTB10-PH5、WTB10-PH1
中継端子箱 *1

FLXA402

<PH4□T 測温体一体形pH検出器>

FLXA402
<PH4□、OR4□ pH/ORP検出器>

PH4/OR4シリーズpH/ORP検出器の場合

中継端子箱（WTB10)を使用する場合

FLXA402
<PH4□T 測温体一体形pH検出器>

*1： 中継端子箱は、FLXA402をpH/ORP検出器から離して設置する場合のみ使用されます。
*2： このケーブルは中継端子箱の付加コードにより指定されます。
 中継端子箱のケーブル長と検出器のケーブル長は、合計で20 m 以内になるように選択してください。

注： 測温抵抗体は内蔵していませんので、
 FLXA402の端子11、12 への結線はありません。
 端子16 への結線もありません。

注： pH 検出器ケーブル14 の2 本のケーブル芯線は、
 いずれもFLXA402の端子14 に接続します。
 端子16 への結線はありません。

図2.17 pH/ORP検出器の配線



IM 12A01F01-02JA

2-18	 	 ＜ 2.		設置・配線＞

9th Edition : 2023.04.03-00

■ インピーダンス測定ジャンパの設定
液アースがない場合は、この機能は使えません。
液アース極をもたない検出器は、インピーダンス測定できません。[ エラー設定画面 ] で

「Impedance 1 が高すぎる / 低すぎる」、「Impedance 2 が高すぎる / 低すぎる」のエラー
が出ないように、設定を「切」にしてください。詳細は変換器操作編（IM 12A01F01-
03JA）4.7 節「エラー設定」を参照してください。
液アース極をもたない検出器を使用する場合は、ワイヤなどで 13、14 端子間を短絡して
ください。

インピーダンス測定は重要な診断ツールであり、ジャンパの正しい設定が必要です。
出荷時には、ジャンパの設定はされていません。1 モジュールに付き 2 個のジャンパが製
品に添付されています。
使用しないジャンパは、ジャンパホルダに挿入して保管してください（図 1.4 参照）。

注記
一般検出器を使用する場合、必ずジャンパの設定をしてください。
また、最初にアプリケーションに適した設定をすることが重要です。取り付けたジャン
パの上にケーブルが接続されるため、ジャンパを取り付ける前にアプリケーションおよ
び設定を決定してください。

図 2.18 にジャンパの位置を示します。
検出器入力が低インピーダンスの場合は、18 または 19 をジャンパで短絡します。
一般の pH 測定では 13 と 18 をジャンパで短絡します（比較電極のインピーダンス測定
のために必要です）。
入力 1、2 ともに高インピーダンスの場合はジャンパは不要です。

入力 1入力 2 入力 2 入力 1

一般用および特殊 pH検出器の場合
(PH8EFP、PH8ERP、PH8EHP など )

入力 1：ガラス電極 ( 高インピーダンス )
入力 2：比較電極 ( 低インピーダンス )

ORP 検出器の場合
(OR8EFG、OR8ERG など )

入力 1：ORP 測定金属電極 ( 低インピーダンス )
入力 2：比較電極 ( 低インピーダンス )

図2.18 ジャンパの位置

ジャンパ設定に対応し、[Impedance 設定 ] 画面の Impedance 1、Impedance 2 を設定し
ます。詳細は pH/ORP 操作編（IM 12A01F02-01JA）3.4.1 項を参照してください。
なお [Impedance 設定 ] の初期値は図 2.18 左の pH 設定になっています。
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■ 液アース
液アース極をもつ検出器は、検出器ケーブルの液アース端末を、変換器端子台の 14 番端
子に必ず接続してください。本変換器は、インピーダンス測定にこの液アース極を使用
しています。
液アース極をもつ検出器で、当社がご用意できるものは、PH8EFP、PH8ERP、PH8EHP、
OR8ERG、OR8EFG などがあります。
液アース極をもたない検出器で、当社がご用意できるものは、PH4P、PH4PT、PH4C、
PH4CT、PH4F、OR4P、OR4C などがあります。
ここでいう液アースとは、検出器に内蔵され、または外部に付加されて測定液に接し、
変換器に測定液の電位を伝える金属検出器を指します。
可能なかぎり、液アース極をもつ検出器を使用してください。FLXA402 は最新の差動高
インピーダンス入力回路を使用しているため、液アースをもつ検出器使用時に、より安
定した測定ができます。また、検出器チェック回路でも、検出器のインピーダンス測定
に液アースを使用しています。適切かつ安定な測定系が得られるように、変換器端子台
の 14 番端子は液アース接続をしてください。

他社製の検出器に接続する場合には、表 2.1 に従って接続してください。
表2.1 他社製検出器の端子接続パターン

端子 単独測定（pHまたはORP） 複合測定（pHおよびORP）
pH ORP pH/ORP pH/rH

11 温度 1 ― 温度 1 温度 1
12 温度 2 ― 温度 2 温度 2
13 比較 比較 比較 比較
14 液アース * 液アース * ORP ORP
15 pH ORP pH pH
16 15 番のシールド 15 番のシールド 15 番のシールド 15 番のシールド

17（注） ― ― ― ―
( 注 ) 端子 17 は通常使用しません。
 ORP 測定では、温度入力はありません。また温度補償の温度値は必要ありません。
*： 液アース極をもたない検出器を使用する場合は、ワイヤなどで 13、14 端子間を短絡してください。
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■ グロメットセットを使用する検出器の接続
pH 検出器の配線がそのまま接続できない場合は、付属のグロメットセットをお使いくだ
さい。グロメットセットには、表 2.2 に示す 2 種類のパッキンが入っています。
表2.2 グロメットセット

名称 数量 用途
1 つ穴パッキン 1 細い検出器の場合に使用
4 つ穴パッキン 1 一体型でない検出器（ガラス電極、比較電極、測温抵

抗が別々のもの）の場合に使用
　栓 ( 黒色 ) 2 4 つ穴パッキンの未使用箇所を塞ぐために使用
　栓 1 4 つ穴パッキンの未使用箇所を塞ぐために使用

検出器ケーブルが細い場合は、1 つ穴パッキンを使用してください。
一体型でない検出器（ガラス電極、比較電極、測温素子が別々のもの）を使用する場合は、
4 つ穴パッキンを使用してください。このとき、使用しない穴は、栓で塞いでください。
どちらのパッキンも、標準パッキンを外してからはめてください。また、防水性につい
て十分注意してください。

標準パッキンを外す

未使用の穴は
栓で塞ぐ

検出器
グロメットセット

図2.19 グロメットセットの内容と4つ穴パッキンの使用例

■ 中継端子箱（WTB10-PH□）の接続
変換器と検出器との距離が離れている場合、中継端子箱（含延長ケーブル）を使用します。
合計ケーブル長は 20 m（例：固定ケーブル 5m+ 延長ケーブル 15 m）を超えないように
してください。FLXA402 には中継端子箱 WTB-PH5（一般検出器および PH4/OR4 検出器
用 M4 丸端子）、WTB-PH1（一般検出器および PH4/OR4 検出器用ピン端子）、WTB-PH6（PH4/
OR4 検出器用 M4 丸端子）、または WTB-PH2（PH4/OR4 検出器用ピン端子）を使用します。
中継端子箱 WTB10 の詳細は専用の取扱説明書を参照してください。
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2.6.2 導電率（SC）検出器の配線
第 1 入力または第 2 入力のコード -C1（導電率（SC））を選択した場合の配線です。
端子の横の表示が SC であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

図2.20 SCモジュール端子割付

当社製検出器 SC8SG、SC4AJ、SC210G をご使用になる場合は、検出器ケーブル端末部
のラベルの番号と変換器端子台の端子名表示ラベルの番号を合わせて接続してください。
詳細は、各検出器の取扱説明書を参照してください。

11
12 
13 
14 
15 
16 

FLXA202/FLXA21 FLXA202/FLXA21

FLXA202/FLXA21

SC8SG検出器（2電極タイプ、4電極タイプ）

11
12
13
14
15
16

SC4AJ検出器

11
12
13
14
15
16

SC210G検出器

測温体

電極

測温体

電極

測温体

電極

T1
T2 
C1 
C1 
C2 
C2 

T1
T2
C1
C1
C2
C2

T1
T2
C1
C1
C2
C2

図2.21 SC検出器の配線図

他の検出器と接続する場合には、以下に示す一般的な端子接続方法に従ってください。
 11、12：測温素子入力用
 13、14：外側電極用
 15、16：内側電極用
4 電極式検出器の場合は、14 と 16 は電流極に接続してください。必ずシールドケーブル
を使用してください。
図 2.22 に概念図を示します。

11 12 13 14 15 16

t

11 12 13 14 15 16

t

2電極式 4電極式
図2.22 他の検出器との配線概念図
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2.6.3 電磁導電率（ISC）検出器の配線
第 1 入力または第 2 入力のコード -C5（電磁導電率（ISC））を選択した場合の配線です。
端子の横の表示が ISC であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

図2.23 ISCモジュール端子割付

測温体

シールド

第2コイル

第1コイル

11 
12 
17 
13 
15 
16 
14 

図2.24 ISC40GJ検出器
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2.6.4 溶存酸素（DO）検出器の接続
第 1 入力または第 2 入力のコード -D1（溶存酸素（DO））を選択した場合の配線です。
端子の横の表示が DO であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

図2.25 DOモジュール端子割付
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陰極
陽極

ガルバニセンサ ポーラログラフィックセンサ

図2.26 DO検出器の配線図

● 当社製検出器の配線
検出器ケーブルのおのおのの配線についている表示は、各端子の表示と一致します。

● 他社製検出器の配線
各検出器の取扱説明書を参照しながら接続してください。
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2.6.5 デジタル検出器の配線
第 1 入力のコード -D5、-D6（デジタル検出器）を選択した場合の配線です。
端子の横の表示が DIGITAL SENSOR であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

図2.27 デジタル検出器モジュール端子割付
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*：使用しません。端子台の15～18のどこかに配線してください。

専用ケーブル

デジタル
検出器

DO70Gの場合
（第1入力のコード -D5）

DO71の場合
（第1入力のコード -D6）

DO72の場合
（第1入力のコード -D6）

*

FLXA402
端子番号

*

*
*

14

13

12
11

10

SHLD

GND

B-
A+

12V

図2.28 デジタル検出器の配線

各デジタル検出器については専用の取扱説明書をお読みください。

FLXA402 は検出器が接続されていることを確認しています。検出器が接続されていない
場合は、エラーが表示されます。

注記
第 1 入力のコードが -D6 の場合、当社製以外の検出器を接続したときは SENCOM 通信エ
ラーが発生し、認識されません。

DO71 のケーブルは細いので、ケーブルグランドの標準パッキンの代わりに、付属のグロ
メットをはめて、配線してください。（DO70G および DO72 の場合、グロメットは使用
しません。標準パッキンをご使用ください。）
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標準パッキンを外す

検出器

グロメット

図2.29 ケーブルグランド

注意
FLXA402 へ配線済みのケーブルにデジタル検出器を取り付けるとき、もしくはデジタル
検出器をケーブルから取り外すときは、FLXA402 への電源が遮断されていることを確認
してください。
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2.6.6 SENCOM SA付きの検出器の配線
第 1 入力または第 2 入力のコード -S5（SENCOM SA）を選択した場合の配線です。
SENCOM SA（SA11 SENCOM スマートアダプタ）に繋がる WU11 ケーブルとの配線を示
します。
端子の横の表示が SENCOM SA であることを必ず確認してください。
ねじはすべて座金つき M3 です。

図2.30 SENCOMモジュール端子割付

82
86
83
84
87

SHLD
GND
B-
A+
V5

シールド
シグナルGND
データ（負極）
データ（正極）
SENCOM SA用電源

WU11ケーブル

マルチ接続

SA11

検出器

検出器
検出器

SA11

SA11BA11

WE10
延長ケーブル

*1

*2
WU11
ケーブル

*1： マルチ接続： 第 1 センサモジュールには、BA11 ジャンクションボックスを使用することにより、4 本
までの SA11 SENCOM スマートアダプタ付きの検出器を接続することができます。

 ( 注）タイプ "-DD"（FM 防爆（NI)）を選択した場合、マルチ接続はできません。1 本の検出器を接続できます。
*2： WE10 は SA11 と検出器の間の延長用ケーブルです。必要に応じて、すべての場合に使用可能です。
図2.31 SENCOM SAの配線

SA11 SENCOM スマートアダプタと検出器を接続します。SA11 は WU11 SENCOM ケーブ
ルを接続し、FLXA402 と配線します。
SA11 SENCOM スマートアダプタ、WU11 SENCOM ケーブル、WE10 SENCOM ケーブル、
BA11 ジャンクションボックスについては専用の取扱説明書をお読みください。

WU11 のケーブルは細いので、ケーブルグランドの標準パッキンの代わりに、付属のグ
ロメットをはめて、配線してください。

標準パッキンを外す

検出器

グロメット

図2.32 ケーブルグランド

FLXA402 は検出器が接続されていることを確認しています。検出器が接続されていない
場合は、エラーが表示されます。
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1
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17
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12
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Item Part No. Qty Description Item Part No. Qty Description
1 K9703SA 1 Shield plate assembly 10 — – Sun shade hood set
2 — – Cover assembly K9698WK 1 Stainless steel (option code: /H6)

K9703QK 1 Urethane coating K9698WL 1 Stainless steel with urethane 
coating (option code: /H7)

K9703QM 1 High anti-corrosion coating 11 K9703ZM 2 Jumper set (for pH, RS485), 5 pcs
3 K9699PP 1 Hinge pin assembly (Hinge pin + spring) 12 K9676BY 1 Grommet set (only for pH)

4 — – Cable gland set 13 K9676CL 1 Grommet (only for SENCOM SA)
K9703PC 1 Cable gland x8 + Rubber plug x5 14 K9699PL 5 Screw assembly (M5 screw + spring)
K9703PE 1 Cable gland x7 + for Ethernet x1 + 

Rubber plug x5
15 — – IOmodule assembly, QIC sheet is 

included.
5 K9334CN 1 Rubber plug (for auxiliary component) K9704QB 1 mA Output/Input: -A2
6 — – Adapter set for conduit work (Conduit 

adapter + Cable gland)
K9704QC 1 mA Output/Input: -A4

K9703WF 1 G1/2 x 4 sets 16 — – Sensor module assembly, QIC sheet 
is included.

K9703WG 1 1/2NPT x 4 sets (See Table 1) 1 1st/2nd input: -P1 (pH/ORP (PH))
K9703WH 1 M20x1.5 x 4 sets (See Table 1) 1 1st/2nd input: C1 (Conductivity (SC))
K9703WJ 1 G1/2 x 3 sets + for Ethernet x1 set (See Table 1) 1 1st/2nd input: -C5 (Inductive 

conductivity (ISC))
K9703WK 1 1/2NPT x 3 sets + for Ethernet x1 set (See Table 1) 1 1st/2nd input: -D1 (Dissolved 

oxygen (DO))

K9703WL 1 M20x1.5 x 3 sets + for Ethernet x1 set (See Table 1) 1 1st input: -D5, -D6 (Digital sensor)
7 K9703ZD 1 Panel mounting set (option code: /PM) (See Table 1) 1 1st/2nd input: -S5 (SENCOM SA)
8 K9703ZL 2 Screw set (for panel mount), 2 pcs 17 — – Communication module assembly, 

QIC sheet is included.
9 K9703SS 1 Pipe and wall mounting set (option code: /U) K9704PB 1 Digital Communication: 

-E (Modbus TCP/IP)
K9704PC 1 Digital Communication: 

-R (Modbus RTU (RS-485))
18 A1633EF 1 Fuse

All Rights Reserved. Copyright © 2019 Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.
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Table 1 Item 1; Sensor module assembly, QIC sheet is included.
Type code

Module
-AB, -AD, -AG, -AJ, -AQ, -AR

(General purpose)
-DD

(NI for FM) *1
pH/ORP K9704EB

SC K9704FB
ISC K9704GB
DO K9704HB ―

Digital sensor K9704SC ―
SENCOM SA *2 K9704SB K9704SA 
*1: If you like to replace sensor modules within explosion proof model (Type -DD (NI for FM)) for maintenance, please 

consult us.
*2: Module for general purpose can not be used for Type -DD (NI for FM).
Note: The part numbers in Table 1 are modules with QIC. Sensor module number in the Table 2 shows each model number 

printed on the QIC. However, you can not order with the sensor module number in Table 2.
Table 2 Sensor module number (reference)
Sensor module assembly Sensor module number Sensor module assembly Sensor module number

K9704EB K9704ED K9704SC K9704SG
K9704FB K9704FD K9704SB K9704SF
K9704GB K9704GD K9704SA K9704SE
K9704HB K9704HD
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