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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）
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（本書）
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 12A01F01-03JA
6th Edition : Nov. 2022 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2018, Yokogawa Electric Corporation
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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、基本的な説明や設定の詳細、保守などについて
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)
電磁導電率(ISC)
SENCOM SA
IM 12A01F01-02JA
IM 12A01F01-02JA

溶存酸素(DO)
デジタル検出器

概要
配線・設置
変換器操作（機器設定、
校正）
、保守、
IM 12A01F01-03JA（本書）
トラブルシューティング
センサ操作
IM 12A01F02-01JA IM 12A01F03-01JA IM 12A01F04-01JA IM 12A01F05-01JA
（機器設定、校正）

■ 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。

■ 本書内の用語について
センサ：
検出器、SA11+ 検出器、センサモジュール
SENCOM SA： SA11 SENCOM スマートアダプタまたは第 1( 第 2) 入力の "-S5 (SENCOM SA)"
アナログセンサ ( モジュール )： 第 1( 第 2) 入力の "-P1、-C1、-C5、-D1" 選択時に接続可能
な検出器。PH8E □ P、PH4 □、OR8E □ G、SC4AJ、SC8SG、SC210G、
ISC40GJ、ISC40SJ、DO30G など。
マルチ接続： 第 1 入力の "-S5 (SENCOM SA)" 選択時に BA11 ジャンクションボックスを使
い複数の検出器を接続すること
DO70G 検出器：第 1 入力の "-D5 ( デジタル検出器 )" 選択
DO71、DO72 検出器：
第 1 入力の "-D6 ( デジタル検出器 )" 選択
NE107：
NAMUR NE107 のこと。
「4.7 エラー設定」参照
ID chip( 付き )：第 1( 第 2) 入力の "-S5 (SENCOM SA)" 選択時に接続可能な検出器。
PH8E □ P…-V、FU20-VS、SC4AJ、SC8SG など。
コネクション番号：接続するセンサを識別する番号。センサ 1-1 は第 1 入力で接続する検出器
でセンサ 2-1 は第 2 入力で接続する検出器です。マルチ接続の場合は 4.6.1
項をお読みください。
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■ 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。

■ FLXA402で使用しているフォントの著作権
● Efont
(c) Copyright 2000-2001 /efont/ The Electronic Font Open Laboratory.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1.
2.
3.

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the team nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this font without specific prior written
permission.

THIS FONT IS PROVIDED BY THE TEAM AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE TEAM OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS FONT, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

● Cronyx-Helvetica
This package contains the set of russian fonts for X11 Release 6.
Copyright (C) 1994-1995 Cronyx Ltd.
Changes Copyright (C) 1996 by Andrey A. Chernov, Moscow, Russia.
Version: 1.0
This software may be used, modified, copied, distributed, and sold, in both source and
binary form provided that the above copyright and these terms are retained. Under no
circumstances is the author responsible for the proper functioning of this software, nor
does the author assume any responsibility for damages incurred with its use.
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● Adobe-Helvetica
ISO10646-1 extension by Markus Kuhn <mkuhn@acm.org>, 2001-03-20
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain
jurisdictions.
Permission to use these trademarks is hereby granted only in association with the images
described in this file.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for
any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices
appear in all copies and that both those copyright notices and this permission notice
appear in supporting documentation, and that the names of Adobe Systems and Digital
Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission. Adobe Systems and Digital
Equipment Corporation make no representations about the suitability of this software for
any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

● Ayu 20dots Gothic Version 1.7 (Mar.5,2004)
Ayu 20dots Gothic Version 1.7 (Mar.5,2004).
This font is designed for subset of Kochi-Gothic, and many glyphs are based on Kappa 20
dots fonts created by KANOU Hiroki (kanou@khdd.net).
For more information, see http://x-tt.sourceforge.jp/ayu.html
THIS FONT IS PUBLIC DOMAIN: YOU CAN USE, COPY, MODIFY, EVEN COPYRIGHT AS YOURS
AND SELL THIS FONT, BUT YOU CAN'T PROHIBIT ANYONE FROM FREE CIRCULATION OF THIS
FONT AND ITS DESCENDANTS INDEPENDENT OF YOUR VARIATIONS AND/OR DERIVATIONS.

● Shinonome 16 dot fonts
public domain
Shinonome 16 dot fonts
JISX0208.1983/1990
Designed by Yasuyuki Furukawa <Furukawa.Yasuyuki@fujixerox.co.jp>, 2000
NOTE: Some characters of XFree86 "jiskanji16" are included as sign's design pattern.
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変換器の基本操作
すべての配線が完了したら、電源を投入します。
LCD に画面が表示されることを確認してください。その後、
画面はホーム画面になります。
ホーム画面がない場合（表示設定が 1 つの場合）はメイン画面が表示されます。
画面については、
「2. 画面について」を参照してください。
ホーム画面

メイン画面

または

図1.1

起動時の画面例

注記
電源投入後、ホーム画面へ遷移するのに十数秒かかります。
SENCOM SA をお使いの場合、
SENCOM SA または対応の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。
機器設定が正しくされていないとエラーが表示されたり、表示された測定値が異常にな
る場合があります。初期設定値を確認し、目的に合わせて変更をしてください。機器設
定は「4. 変換器設定」を参照してください。

注記
電源投入直後の数秒間は、電流出力として約 4 mA を出力します。機器の異常ではありま
せん。

注記
測定を開始するときに、測定値が「----」表示される場合があります。これは検出器が測
定の準備をしているためです。正常な状態ですので、そのままお待ちください。
測定値が「----」表示の間、mA 出力は、変換器メニューの機器設定にある [ 電流出力設定 ]
の [mA] →「mA（ホールド設定）
」→ [ ホールドの種類 ] に従った動作になります。

注記
10 分間画面操作をしないと、自動的にモニタ画面になります。
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■ はじめにやること
測定前に、必ずお客様の仕様に合わせて、パラメータの確認・変更（機器設定）をして
ください。機器設定やその他詳細は、4 章、5 章をお読みください。
以下の順に行うことをお勧めします。
1. Lang.（表示言語選択）
（必要に応じて）
		
2. 日時設定（必要に応じて *）
			

1.1 節
1.2 節

3.
4.

4章
1.3 節

* 出荷時はシンガポール時間になっていますので、他の国で使用する場合は必ず設定してください。

機器設定						
パスワード設定（必要に応じて）
			

1.1

Lang.（表示言語選択）
出荷時は英語表示になっていますので、表示言語を変更したい場合に設定します。
「Language」画面は、常に英語表示です。
初期値：
English
選択肢：	Chinese, Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Korean,
Portuguese, Russian, Spanish（アルファベット順）

● 言語変更手順
(1) ホーム画面またはメイン画面で、 をタップします。
(2) ［ Lang.］をタップします。
(3) 「Language」画面で Language ボックスをタップします。
(4) 表示したい言語を選択します。
(5) (4) で選択した言語が言語選択ボックスに表示されています。よければ をタップし
ます。
(6) トレンドデータが消去されるメッセージが表示されます。[Yes] を選択します。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

図1.2

言語変更手順（日本語に変更の例）
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日時設定
出荷時はシンガポール時間に設定されています。
ログブックやトレンドグラフでは、時計・カレンダーを使用しますので、使用前に現在
の日時に設定されることをお勧めします。
メイン画面、ホーム画面の をタップします。
［その他メニュー
他メニュー」画面から「日付／時刻」を選択します。

図1.3

］をタップし、
「その

日付／時刻設定

日付の表示フォーマットは、3 つの書式（初期値 YYYY/MM/DD）から選択できます。設
定は「4.6.4 その他設定」を参照してください。
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パスワード変更
パスワードを設定することにより、管理者以外の人が誤って設定を変更したりすること
がなくなります。
出荷時には設定されていません。設定されることをお勧めします。
パスワードの設定については「5.4 パスワード」を参照してください。
パスワードには「設定」と「実行」の 2 種類 * あります。
各パスワードを設定すると以下の場合にパスワード確認ダイアログが表示されます。
設定：	機器設定（ ）
、初期化（ ）
、その他メニュー（ ）を選択した場合
実行：	校正（ または ）、診断リセット（ ）、手動洗浄（
）、手動ホールド（
を実行した場合

）

*： サービスモード用のパスワードもありますが、お客様は設定できません。

● パスワード設定手順
(1) ホーム画面またはメイン画面で、変換器メニュー をタップします。
(2) ［ その他メニュー］をタップします。
(3) 「その他メニュー」画面で、パスワードをタップします。
(4) 「設定」のパスワードを設定します。
「パスワード」画面で設定ボックスをタップします。
(5) 文字列入力キーボードが表示されます。パスワードは最大 12 文字です。例では
「FLXA402」です。
(6) (5) で入力したパスワードが、設定ボックスに表示され、 が に変わります。
(7) 続いて、必要に応じて「実行」のパスワードを設定します。(4) ～ (6) の手順と同様
に設定します。
その内容でよろしければ をタップします。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

図1.4

パスワード設定手順

注記
「設定」のパスワードを設定しないで「実行」のパスワードだけ設定することはできません。
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画面について

■ 画面の種類
主な測定表示画面には以下の種類があります。

● ホーム画面
複数の検出器の測定値（状態）を同時に確認したいときに表示します。
詳細は「2.1 ホーム画面」を参照してください。

図2.1

ホーム画面の例

● メイン画面
一つの検出器の測定値（状態）を確認したいときに表示します。
詳細は「2.2 メイン画面」を参照してください。

図2.2

メイン画面の例

● モニタ画面
一つの検出器の測定値（デジタル表示）だけを大きく見たいときに表示します。
詳細は「2.3 モニタ画面」を参照してください。

図2.3

モニタ画面の例
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● 詳細画面
（複数の）検出器の出力状態がわかりやすくグラフィック表示されます。
詳細は「3.1 詳細画面」を参照してください。
センサの詳細画面については各取扱説明書で説明しています。

図2.4

詳細画面の例

● トレンド画面
各検出器の一定期間の測定値の変化を見たいときに表示します。
詳細は「3.2 トレンド画面」を参照してください。

図2.5

トレンド画面の例
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■ ホーム、メイン、モニタ画面の切り替え
ホーム画面

メイン画面

メイン画面

モニタ画面
モニタ画面

第 1 表示項目

第 2 表示項目
第 3 表示項目

図2.6

画面の切り替え例

注記
自動復帰が設定されている場合、10 分または 60 分（初期値は 10 分）画面を操作しない
と、
自動的にモニタ画面（モニタ画面設定が「Off」の場合はホーム画面またはメイン画面）
になります。ただし、
トレンド画面、
校正中、
機器設定の変更途中からは自動復帰しません。
また、バックライト自動消灯設定時は、設定された時間（初期値は不可）内に画面操作
が行われなかった場合にバックライトを自動的に消灯します。
設定は「4.5.4 その他」を参照してください。
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■ 画面操作について
注意
画面操作を行うときには、
指で行ってください。タッチパネルの表面を傷付けないために、
先の尖ったもの（ボールペン、鉛筆など）
、先の細いもの、硬いものなどを使用しないで
ください。
主な画面の操作は以下のとおりです。表示位置は以降の画面例を参照してください。
「ホーム」ボタン。ホーム画面に戻ります。
「変換器メニュー」ボタン。
「変換器メニュー」画面を表示します。
「検出器メニュー」ボタン。
「検出器メニュー」画面を表示します。
バックボタン。左上に表示され、前の画面に戻ります。
	上下スクロールボタン。画面に入りきらない場合、メニューの選択肢などを表
示します
「表示切替」ボタン。画面が複数ある場合、表示を切り替えます。
機器設定の確定（上書き保存）をします。選択したメニュー項目や設定値を確
定します。
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ホーム画面
画面表示設定の表示に、最大 8 つの測定値を割付けることができます。
画面表示設定の表示 1-1 以外にも設定されていて、モニタ画面設定が「Off」の場合、電
源投入後に表示されます。
画面表示設定が 1 つ（表示 1-1）のみ設定されている場合、ホーム画面はありません。
D

(1)

(2)

C
A

B
(3)

図2.7

A：
B：
C：
D：

ホーム画面の例

各画面設定における測定値：第 1 表示項目（1 行目）
第 1 表示項目（1 行目）単位
センサのコネクション番号 *1
表示画面名（ユーザ設定可）

(1)： ページ番号表示 / 切替え *3
(2)：「変換器メニュー」ボタン（変換器メニュー画面へ）
(3)：「お気に入り校正」ボタン（校正画面 *2 へ）
*1
*2
*3

センサではなく「変換器」を割り付けた場合、 が表示されます（
「4.5.1 表 示 1-1/1-2/1-3/1-4、
2-1/2-2/2-3-2-4 設定」参照）
。
お気に入り校正（pH のときのみ使用可）が設定されている場合は、設定されている校正開始画面へ、
それ以外の場合は校正選択画面へ遷移します。
2 ページ目の表示画面がない場合はグレー表示されます。

エラー発生時は画面が点滅します。
ホーム画面を表示中、一定時間（自動復帰の設定時間、初期値は「10 分」
）画面操作をし
ないと、自動的にモニタ画面またはメイン画面（モニタ画面設定による）に推移します。
センサのコネクション番号と画面表示については、
「4.5.1 表 示 1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/22/2-3-2-4 設定」を参照してください。
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メイン画面
画面表示設定の表示に、最大 8 つの測定値を割付けることができます。画面表示設定が 1
つのみ（表示 1-1）設定されていて、モニタ画面設定が「Off」の場合、電源投入後に表示
されます。
画面表示設定の表示 1-1 以外にも設定されている場合、ホーム画面の表示 1-1 から表示
2-4 の枠内をタップすると、選択された検出器のメイン画面が表示されます。または
で表示を切り替えます。
メイン画面で第 2 表示項目または第 3 表示項目の測定値をタップすると、第 1 表示項目
と入れ替わります。

注記
第 1 ～ 3 表示項目に表示させる測定値は、
「4.5.1 表 示 1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/2-2/2-3-2-4
設定」で設定可能です。たとえば pH 測定の場合、初期状態では第 1 表示項目（1 行目）
が pH、第 2 表示項目（2 行目）が温度、第 3 表示項目（3 行目）は空白です。
C

(2)

(5)

D

(1)

A
H
E
B

F

G

図2.8

A：
B：
C：
D：
E：
F：
G：
H：

(3)

(6)

(4)

メイン画面の例

第 1 表示項目（1 行目）測定値
第 1 表示項目（1 行目）単位
センサのコネクション番号 *1
表示画面名（ユーザ設定可）
第 1 表示項目追加テキスト（追加テキスト 1）
第 2、第 3 表示項目（2、3 行目）測定値
第 2、第 3 表示項目追加テキスト（追加テキスト 2、3）
接点出力表示（励磁している時のみ表示）

(1)：「ホーム」ボタン（ホーム画面へ）
(2)：「変換器メニュー」ボタン（変換器メニュー画面へ）
(3)：「お気に入り校正」ボタン（校正画面 *2 へ）
(4)：「検出器メニュー」ボタン（検出器メニュー画面へ）
(5)：「表示切替」ボタン *3
(6)： ホールド / 洗浄状態ボタン（実行中のみ表示）
*1
*2
*3

センサではなく「変換器」を割り付けた場合、 が表示されます（
「4.5.1 表 示 1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/22/2-3-2-4 設定」参照）
。
お気に入り校正（pH のときのみ使用可）が設定されている場合は、設定されている校正開始画面へ、
それ以外の場合は校正選択画面へ遷移します。
画面表示設定が 1 つ（表示 1-1）の場合は表示されません。

エラー発生時は画面が点滅します。
一定時間（自動復帰の設定時間、初期値は「10 分」
）画面操作をしないと、自動的にメイ
ン画面になります（モニタ画面設定が「Off」の場合）
。
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モニタ画面
モニタ画面設定（
「4.5.4 その他」参照）が「On」の場合（初期値は「On」
）は、メイン
画面の測定値（第 1 表示項目）をタップすると、測定値を見やすいように大きく表示す
るモニタ画面表示になります。
また、モニタ画面設定が「On」の場合は、一定時間（自動復帰の設定時間、初期値は「10
分」
）画面操作をしないと、自動的にモニタ画面表示になります。
以下の状態になった時は、自動的にメイン画面に推移します。
・ アラームが発生したとき
・ ホールド状態になったとき
・ 洗浄状態（洗浄回復も含む）になったとき
C

D

A

B

図2.9

*1

A：
B：
C：
D：

モニタ画面の例

（第 1 表示項目）測定値
（第 1 表示項目）単位
センサのコネクション番号 *1
表示画面名（ユーザ設定可）

センサではなく「変換器」を割り付けた場合、 が表示されます（
「4.5.1 表 示 1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/22/2-3-2-4 設定」4.5.1 項参照）
。
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エラー表示
変換器や検出器のエラーを検知した場合に、画面全体（バックライト）が点滅し、ホー
ム画面やメイン画面にエラーマークが表示されます。

注記
バックライトは、エラーがすべて無くなるまで点滅し続けます。
エラー発生中はバックライト自動消灯もしません。

ホーム画面

A

B

図2.10

メイン画面

A

B

A

B

エラー表示例

A： 代表エラー（ 、 、 、 または ）
センサを含めて、検知した最も優先度の高いエラー
B： センサエラー（ 、 、 、 、 または ）
「エラー表示 NE107」の設定が「On」の場合（出荷時は On）
、エラー検知時に 、 、
、 （検出器エラーの場合は 、 、 、 ）の 4 種類いずれかのマークが点灯します。
「Off」に設定すると、故障と警告を示す または が点滅します。
「エラー表示 NE107」の設定は、4-25 ページの「● エラー表示 NE107」を参照してくだ
さい。
表示されたマークをタップすると、その状態についての詳細な情報が表示されます。
故障：
		
		
警告：
		

、
故障を示します。このキーをタップするとエラー項目が表示され、さらに
エラー項目をタップすると、詳細情報として問題解決のための対応方法が
表示されます。
故障は、出力設定で「バーンアウト」を「低」か「高」にしている場合は、
バーンアウト動作を行います。
、 、 、 、 、 、
警告が表示されたら、保守が必要です。このキーをタップするとエラー項
目が表示され、さらにエラー項目をタップすると、詳細情報として問題解
決のための対応方法が表示されます。

マークについては「4.7 エラー設定」を参照してください。
エラー項目は、変換器および変換器に接続されているセンサごとに表示されます。ホー
ム画面、メイン画面の代表エラーをタップすると、最も優先度の高いエラーが発生して
いるエラー項目へ、センサエラーをタップするとそのセンサのエラー項目へ遷移します。
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(1)

(3)
A

(4)

(2)

図2.11

A：
B：
C：
D：

エラー項目と対応方法の例

発生中のアラーム。優先度の高い順に上から表示
代表エラー。検出器を含めて、検知した最も優先度の高いエラー（発生時のみ）*1
センサのコネクション番号 *2
タイトル

(1)：「ホーム」ボタン（ホーム画面へ）
(2)：「表示切替」ボタン *3
(3)： バックボタン（前回表示画面へ）
(4)： 上下スクロールボタン
*1
*2
*3

優先度は 、 、 、 の順になります。
センサではなく変換器を割り付けた場合、 が表示されます。
変換器用、センサ用（1-1 ～ 2-4）の順に表示を切り替えます。接続されていないセンサのエラーは表示
されません。

エラー設定は「4.7 エラー設定」を参照してください。
エラー一覧は技術資料「MODBUS 通信」
（TI 12A01F01-62JA）に記載されています。
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変換器メニュー
メイン画面もしくはホーム画面の変換器メニューボタン をタップすると表示されます。
ここから詳細画面やトレンド画面を表示、また変換器に関する各種設定などを行います。

図3.1

3.7

3.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

変換器メニュー（数字は説明項目番号です）

検出器メニュー に関しては、下記取扱説明書をお読みください。
名称
pH/ORP 操作編
SC 操作編
ISC 操作編
DO 操作編

取扱説明書
IM 12A01F02-01JA
IM 12A01F03-01JA
IM 12A01F04-01JA
IM 12A01F05-01JA
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詳細画面
変換器メニューの詳細画面（

図3.2

）をタップすると表示されます。

変換器の詳細画面の例

変換器詳細画面では、出力状態がわかりやすくグラフィック表示されます。
で画面を切替えることで、製品情報画面やログブック画面へ遷移できます。
ホーム画面もしくはメイン画面で変換器メニュー をタップすると、変換器メニューが表
示されます。詳細画面
（ ）
をタップすると、
図 3.3 のような画面推移で機器の細部情報
（電
流出力、電流入力、接点出力、接点入力、計器番号や Model code、Revision などの機器情報）
が確認できます。
トラブル発生時に当社営業やサービスへご連絡いただくときには、機器に貼付されてい
る銘板上のモジュール管理番号とともに、詳細画面に表示されるモジュールや本体の
Revision やその他の表示情報も併せてお知らせください。
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*2

*1

*1： リレーモジュールをお使いの場合のみ表示
*2： 接続されている検出器の数だけログページを展開
図3.3

変換器の詳細表示の例
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■ 電流出力
電流出力の値（mA）
。電流出力の設定は、
［機器設定］→（変換器設定）→［電流出力設定］
→［ｍ A1/mA2/mA3(Ad)/mA4(Ad)］で行います。詳細は、「4.3 電流出力設定」を参照
してください。
ホールド中の電流出力には Hold マークが表示されます。また各 mA 出力に関するエラー
発生時には、発生した機器状態（ 、 、 、 ）が表示されます。
mA 出入力が "-A2" の場合、mA3、mA4 は「----」となり、グレー表示されます。

■ 接点出力
接点出力 S1 ～ 4 の現在の状態。各接点の機能とパラメータの設定は、
［機器設定］→（変
換器設定）→［接点出力設定］→［S1/S2/S3/S4］で行います。詳細は、「4.4 接点出力設
定」を参照してください。
コードの接点出力が "-NR"（なし）の場合は表示されません。

■ 電流/接点入力
電流入力の値（mA）を表示します。電流入力の設定は、
［機器設定］→（変換器設定）→
［電流入力設定 (Ad)］で行います。詳細は、
「4.1 電流入力設定 (Ad)」を参照してくださ
い。mA 出入力が "-A2" の場合、AI は「----」となり、グレー表示されます。
接点入力の状態
（NC：Normal Close/NO：Normal Open）
を表示します。
接点入力の設定は
［機
器設定］→（変換器設定）→［接点入力設定］で行います。詳細は、
「4.2
接点入力設
定」を参照してください。mA 出入力が "-A2" の場合、DI2 はグレー表示されます。

■ 製品情報1
ハウジングの計器番号、Model code が確認できます。

■ 製品情報2
お使いの構成により、センサの計器番号、変換器の内部計器番号（ハウジング、第 1/2
センサモジュール、IO モジュール、COM モジュール）
、Revision 情報、Ethernet 情報、
Bluetooth Device 情報が確認できます。
でスクロールしてください。
該当しない項目は「----」を表示します。

注記
DO70G をお使いの場合、計器番号欄は Device no. を表示します。計器番号は確認できま
せん。
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■ 変換器ログ、検出器ログ
FLXA402 は、設定変更、エラーの発生 / 解除などのイベント履歴情報を保存するための
ログブックを持っています。
変換器に接続したセンサのログも合わせて約 16 万件のログを保存します。FLXA402 の
HMI は変換器、接続先（1-1~2-4）ごとに最大で 50 件表示でき、
で画面を切り替える
ことができます。
ログの種類によって、表示するログをフィルタリングできます。ログブックのフィルタ
リング機能は、
［機器設定］→（変換器設定）→［ログブック設定］→ [ 変換器 ] で設定
できます。詳細は、
「4.8 ログブック設定」を参照してください。
また、
保存したログは SD カードに書出して、
FieldMate でその内容を確認できます。SD カー
ドへの書出しについては「5.1.8 ログブック書き出し」をご参照ください。

注記
ログブックの保存には、最大で 5 秒かかります。この間に、通信を用いて変換器の同じ
設定パラメータに変更を繰り返し行った場合、最後の設定情報のみがログに保存されま
す。
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トレンド画面
変換器メニューのトレンド（ ）をタップすると表示されます。
トレンド領域をタップするとスケール値の表示あり / なしが切り替わります。
A

L

O

B

C

測定値

最大値
平均値
最小値
X

図3.4

*1

A：
B：
C：
X：
Y：
F：
G：
L：
O：

F

Y 時刻

G

トレンド画面の例

表示データ選択ボックス。トレンドで表示する測定値を選択可
現在測定中の値と単位
トレンド（表示更新時間中の最大値、最小値、平均値）
時間軸（X 軸）
（ユーザ設定可、15 分～ 14 日）
測定値軸（Y 軸）
（ユーザ設定可）*1
（左端の時刻）時間軸のユーザ設定に従い表示
（右端の時刻）現在時刻
「ホーム」ボタン（ホーム画面へ）
バックボタン（前回表示画面へ）

測定値軸（スケール値）は表示あり / なしが切り替えられます（図 3.5 参照）
。

ホーム画面もしくはメイン画面で変換器メニュー をタップすると、変換器メニューが表
示されます。トレンド（ ）をタップすると、平均測定値を時間軸で示したグラフモー
ドの画面に変わります。
現在測定中の値は、テキストボックスにデジタル表示されます。時間軸（X 軸）と測定値
軸（Y 軸）は、
［機器設定］→（変換器設定）→［画面表示設定］→［トレンド］
（4.5.3 項）
で設定します。
画面には最大、単位時間の平均値の 40 点のトレンドが表示されます。FLXA402 では、測
定値が毎秒サンプリングされており、22.5 秒ごとの最大値と最小値と平均値が計算され
ます。表示は時間軸（X 軸）の設定により、粒度が変わります。
たとえば、表示時間間隔が 4 時間に設定されていると、画面には現在の測定以前の 4 時
間分が表示されます。グラフ線上の各点は、4 × 60 × 60 ／ 40 ＝ 360 回（秒）の単位時
間における測定値の平均値を表します。

注記
言語設定、トレンドの画面表示設定を変更すると、以前のトレンドグラフは消え、変更
時点からのデータになります。
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測定値
時刻

図3.5

トレンド領域

スケール値

スケール値の表示あり/なし

ホーム画面もしくはメイン画面で変換器メニュー をタップすると、変換器メニューが表
示されます。トレンド（ ）をタップすると、トレンド設定で設定された第 1 トレンド
グラフが表示されます。
表示データ選択ボックには、トレンド設定で設定されたプロセスパラメータ（最大 8 種）
が表示され、選択することにより、トレンドデータを切替えることができます。
また、トレンド領域をタップするとスケール値（上端値、中間値、下端値）の表示あり /
なしが切り替わります。
トレンドグラフの設定は［機器設定］→（変換器設定）→［画面表示設定］→［トレンド］
で行います。詳細は、
「4.5.3 トレンドグラフ」を参照してください。
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その他メニュー
ホーム画面もしくはメイン画面で変換器メニュー をタップすると、変換器メニューが表
示されます。その他（ ）をタップすると表示され、パラメータ設定ファイルへのセー
ブや他機器での設定ファイルのロード、SENCOM SA のアドレス検索、Bluetooth ペアリ
ング、パスワードの設定などを行います。
その他メニューの詳細内容については、
「5.（変換器）その他メニュー」をお読みください。

図3.6

その他メニュー画面

これらの操作はパスワードで保護できます。パスワードについては「5.4 パ ス ワ ー ド 」
を参照してください。
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初期化
工場出荷状態に戻したい場合に初期化します。通常必要ありません。

注意
初期化した場合は、お客様が設定した表示言語、パスワード、機器設定など、すべて初
期化されますのでご注意ください。ただし、日付は初期化されません。
各種設定後に初期化する場合は、FLXA402 内部に保存する機能（
「5.1.3 設定セーブ」
）が
あります。必要に応じて事前にご利用ください。
SENCOM SA を変換器に接続し、測定値を表示したり、電流出力や HART 通信で通信する
には、SENCOM SA の通信設定、HMI への割り付けなどの設定が必要です。

● 設定パラメータ初期化手順
(1) ホーム画面またはメイン画面で、 をタップします。
(2) ［ 初期化］をタップします。
(3) 「出荷時初期値のロード」画面で、お使いの検出器の種類を選択します。
選択肢は、コネクション番号 "1-1" または "1-1+2-1" で表示されています。
お使いの検出器の種類に合った、適切な選択をしてください。
表3.1
PH
PH+PH
PH+SC
PH+ISC
PH+DO

「出荷時初期値のロード」画面の選択肢
SC
SC+PH
SC+SC
SC+ISC
SC+DO

ISC
ISC+PH
ISC+SC
ISC+ISC
ISC+DO

DO
DO+PH
DO+SC
DO+ISC
DO+DO

(4) (3) で選択した種類が表示されていることを確認し、[ 実行 ] をタップします。
(1)

(2)

(3)

(4)

図3.7

設定パラメータ初期化手順

第 1 入力または第 2 入力で SENCOM SA（コード：-S5）以外を選択した場合も、
「出荷時
初期値のロード」画面の選択肢は同じです。
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注記
マルチ接続で使用する場合
一つのセンサモジュールに複数の SENCOM SA を繋ぐ「マルチ接続」でお使いいただく場
合、ここでの初期化後に詳細設定が必要になります。
また、マルチ接続でお使いの状態で初期化を行うと、変換器のセンサアドレス設定（S）
と SENCOM SA のセンサアドレス (S) が初期化されるため、再度マルチ接続を行うには、
それぞれ再設定と SENCOM SA の抜き差しが必要になります。
設定については「4.6.1 MODBUS 設定」と pH/ORP, SC, ISC, DO 操作編の 3.1.3 項を参照し
てください。
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（変換器）機器設定
機器設定（ ）をタップすると表示され、電流出力や画面設定などの変換器の設定を行
います。
機器設定（変換器設定）の詳細は、
「4. 変換器設定」をお読みください。

図3.8

機器設定画面

設定を変更するとそのパラメータの色が変わります。反映するには をタップします。

図3.9

機器設定画面 変更前/変更後の例

これらの操作はパスワードで保護できます。パスワードの設定については「5.4 パス
ワード」を参照してください。

お客様の設定値を記入するための「ユーザ設定表」をご用意しています。
設定時に記入して保管しておくことをお勧めします。
「ユーザ設定表」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/
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Lang.（表示言語選択）
「1.1

3.7
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Lang.（表示言語選択）
」をお読みください。

HOLD（手動ホールド）
ホールドとは、電流出力（mA1/mA2/mA3/mA4）を既知の値（初期値は「直前値」
）に
保持させる機能です。
電流出力については「4.3 電流出力設定」を参照してください。また、ホールドの設定に
ついては、
「4.3.3 ホールド設定」を参照してください。
任意に出力をホールドさせたいときに、
「変換器メニュー」画面の

A

図3.10

をタップします。

B

手動ホールド

A：	各 mA 出力のホールド状態を示します。
が表示されている場合はホールド中
です。タップすると手動ホールドが解除されます。
B：	ホールドされていない mA 出力だけ
が表示されます。タップするとホールド
（手動ホールド）され、A 部に
が表示されます。

● ホールド中の表示
電流出力がホールド中は、[ センサ選択 ]（4.3.1 項）で設定されたセンサのメイン画面に、
が表示されます。

図3.11

メイン画面のホールド状態表示

をタップすると、確認後に手動ホールドが解除されます。自動ホールドは解除で
きません。
これらの操作はパスワードで保護できます。パスワードの設定については「5.4
ワード」を参照してください。
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WASH（手動洗浄）
洗浄設定［手動洗浄］が「有効」または「有効 +Imp.2 洗浄」に設定されている場合、洗
浄サイクルを手動で作動させることができます。手動洗浄の設定については、「4.4.3 洗
浄」をご参照ください。
をタップすると接点出力 S1/S2/S3 洗浄の手動開始ができます。

A

図3.12

B

手動洗浄

A：	各接点の洗浄状態を示します。
が表示されている場合は洗浄中（洗浄回復中
は点滅）です。
タップすると洗浄状態から洗浄回復状態、洗浄回復状態から Off 状態になります。
洗浄状態が Off、または、接点に洗浄が割り当てられていない時は、表示されません。
B：	手動洗浄の開始が可能な接点だけ
が表示されます。タップすると接点出力
の洗浄（手動洗浄）が開始され、A 部に
が表示されます。
洗浄中（洗浄回復中も含む）または接点に洗浄が割り当てられていない場合は表
示されません。

注記
ホールドする電流出力が同じ場合、洗浄中はホールドされていますので、新たに洗浄を
開始することはできません（
「4.4.2 ホールド」
）
。

● 洗浄中の表示
接点出力が洗浄中は、[ センサ選択 ]（4.3.1 項）で設定されたセンサのメイン画面に、
が表示されます。洗浄回復中は、点滅表示になります。

図3.13

メイン画面の洗浄中表示と洗浄サイクルの停止

をタップすると、
「洗浄サイクルの停止」画面になり、停止したい接点出力の
をタップすると洗浄サイクルが停止します。
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注記
洗浄回復エラーは次に洗浄するまで消えません。エラー表示を必要としない場合はエラー
設定を Off にしてください（
「4.7
エラー設定」
）
。

これらの操作はパスワードで保護できます。パスワードの設定については「5.4
ワード」を参照してください。
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変換器設定
お客様の設定値を記入するための「ユーザ設定表」をご用意しています。
設定時に記入して保管しておくことをお勧めします。
「ユーザ設定表」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/

ホーム画面もしくはメイン画面で変換器メニュー をタップすると、
「変換器メニュー」
が表示されます。機器設定（ ）をタップすると「変換器設定」が表示され、
設定の確認・
変更ができます。
「変換器設定」画面に入ると電流出力は HOLD 状態、接点出力は状態保持になります。こ
の状態は、変換器設定画面から抜けた後、3 秒間保持されます。
4.1 節
4.2 節
4.3 節
4.4 節
4.5 節
4.6 節
4.7 節
4.8 節

図4.1

変換器設定画面例

変更に必要な項目を参照し、パラメータの意味を理解してから変更してください。間違っ
た場合は元の設定または値に戻し、再設定してください。
項目名には、用途を示す (A) などの記号がついている場合があります。これらのパラメー
タは用途やご使用の Model code に該当しない場合には、変更しても動作に影響しません。

図4.2

記号付きパラメータ例
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表4.1
記号
(S)
(A)
(R)
(Ad)
(RS)
(B)
(E)
(*)

項目名に付く記号と意味
意味
SENCOM SA 専用パラメータ
Analog sensor module 用パラメータ
Relay module 用パラメータ
IO(Advanced) 用パラメータ
RS-485 用パラメータ
Bluetooth 用パラメータ
Ethernet 用パラメータ
DO70G、DO71、DO72 モジュールでも有効なパラメータ

機器設定画面は階層化されており、 がついた項目をタップするとさらに下位層へ遷移し
ます。
パラメータの値や内容を変更すると、その項目は背景が青くなり、 が に変わります。
で上の階層へ遷移しても、変更箇所を含む項目は青く表示され、機器設定画面のトップ
からたどることが可能です。
設定を変更するには、 をタップしてください。パラメータ変更に成功すると、背景が元
通りの色となり、 が に戻ります。
また、変更した項目を上書き保存していない状態で、機器設定画面から抜けようとすると、
警告画面が表示されますので、正しい選択を行ってください。
表4.2

警告画面での選択

機能
設定を保存
変更を破棄
キャンセル

条件
設定保存を実行する。
変更中の設定を破棄して、設定画面を抜ける。
そのまま設定画面に戻る。

変更

図4.3

設定変更時の画面遷移例
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範囲外の値を設定したなど、変更内容に問題がある場合、 をタップするとその項目は背
景が黄色く変わります。バックキー で上の階層へ遷移しても、問題のある箇所を含む項
目は黄色く表示され、機器設定画面のトップからたどることが可能です。
内容を確認し、正しく変更してください。

変更

図4.4

設定変更内容に問題がある場合の例

機器を最初に立ち上げると、パラメータは初期値になっています。組み合わせ検出器や
使用目的に合わせて、表 4.3 の順番にパラメータを確認・変更してください。
初期値や設定範囲は「ユーザ設定表」にあります。
「ユーザ設定表」をダウンロードし、パラメータを変更後、動作が良好であれば、ユーザ
設定値に記入して保存しておくことをお勧めします。
さらに、[ その他メニュー ] → [ ファイル操作 ] →（Save/Load）→「設定セーブ」
（「5.1.3
設定セーブ」
）で設定値を一括して機器に保存、さらに SD カードへエクスポートするこ
となどもできます（
「5.1.8
ログブック書き出し」
）
。
[ 機器設定 ] の操作はパスワードで保護できます。パスワードを設定した場合、パスワー
ドを控えておいてください。パスワードの設定については「5.4 パスワード」を参照し
てください。

IM 12A01F01-03JA

6th Edition : 2022.11.25-00

＜ 4.  変換器設定＞
表4.3

4-4

「機器設定」のメニュー
パラメータ

参照項

電流入力設定 (Ad)

4.1
用途

4.1.1

ダンピング時間

4.1.2

電流入力 上限値

4.1.3

電流入力 下限値
温度

4.1.4

圧力

4.1.5

圧力補償

4.1.6

接点入力設定

4.2
接点入力 1

―

機能

4.2.1

リモート洗浄

4.2.2

電流出力レンジ切替え

4.2.3

接点入力 2 (Ad)

―

電流出力設定

4.3
ｍ A1

―
ｍ A1

―

ｍＡ１（出力）

4.3.1

センサ選択
プロセスパラメータ
出力設定
直線 0% 値
直線 100% 値
DI レンジ切替え 0% 値
DI レンジ切替え 100% 値
バーンアウト
ダンピング時間
出力表
1 点目 ( 必須入力値 )
パーセンテージ
出力値
2 点目
3 点目
…
20 点目
21 点目 ( 必須入力値 )
ｍＡ１（模擬）

4.3.2

模擬百分率
ｍＡ１( ホールド設定 )

4.3.3

ホールドの種類
固定値 mA
校正中／洗浄中ホールド
ｍ A2

―

mA3 (Ad)

―

mA4 (Ad)

―
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接点出力設定 (R)
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参照項
4.4

S1 (R)

―
S1

―

Ｓ１ 警報

4.4.1

センサ選択
プロセスパラメータ
設定値
ヒステリシス
警報動作方向
遅延時間
警報制限時間
S1 ホールド

4.4.2

mA 出力
S1 洗浄

4.4.3

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

4.4.4

センサ選択
エラー設定
Ｓ１ ＵＳＰ

4.4.5

センサ選択
S1 模擬

4.4.6

出力
S2 (R)

―

S3 (R)

―

S4 (R)

―

画面表示設定

4.5
表示 1-1

4.5.1

表示 1-2
表示 1-3
表示 1-4
表示 2-1
表示 2-2
表示 2-3
表示 2-4
スクリプト

4.5.2 注

トレンドグラフ

4.5.3

その他

4.5.4
自動復帰
バックライト自動消灯
モニタ画面
エラー表示 NE107
バックライト点滅
バックライト点滅
動作
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参照項
4.6

MODBUS 設定

4.6.1
センサアドレス設定 (S)
RS485 設定 (RS)
Bluetooth 設定 (B)

HART 設定

4.6.2

Ethernet 設定 (E)

4.6.3

その他設定

4.6.4

エラー設定

4.7

ログブック設定

4.8

注： 現在はスクリプト機能は使用できません。使用しないでください。

注記
中項目パラメータ（下線部）は、機能の分類を示すための表示であり、設定項目ではあ
りません。また本製品では、設定項目の内容を変更したことで、他の設定項目が自動的
に変更 / 初期化されることはありません。必要な箇所は手動で設定してください。
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電流入力設定(Ad)
最初に、電流入力の用途を「電流値」か「温度」か「圧力」を設定し、次に、用途に応
じた 0% 値、100% 値を設定します。
mA 出入力が "-A4" の場合に使用できます。mA 出入力が "-A2" の場合は電流入力を使用
できません。
使用しない場合は、用途を「なし」にしてください。
メニュー
電流入力設定 (Ad)

パラメータ
ダンピング時間
電流入力 上限値
電流入力 下限値
温度 4mA
温度 20mA
圧力 4mA
圧力 20mA

初期値
0.0 s
20mA
4mA
0℃
100℃
90kPa
110kPa

最小*1

0s
3.8mA
3.8mA
-40.0℃
-40.0℃
0.0 kPa
0.0 kPa

レンジ

最大*2
3600 s
20.5mA
20.5mA
260.0℃
260.0℃
999.9 kPa
999.9 kPa

*1：設定できる最小値を意味します。
*2：設定できる最大値を意味します。

4.1.1

用途
電流入力の用途を「なし」
「電流値」
「温度」
「圧力」から選択します。

4.1.2

ダンピング時間
ステップ入力変化に対する応答が、最終値の 90% に到達するまでの時間（減衰時間）を
秒単位で設定します。

4.1.3

電流入力 上限値/下限値
電流入力の上下限エラー検知用の上下限値を設定します。下限値を上限値以上には設定
できません。

4.1.4

温度（4mA/20mA）
電流入力を温度値として使用する際の、0% 値 (4mA)、100% 値 (20mA) を設定します。
同値は設定できません。

4.1.5

圧力（4mA/20mA）
電流入力を圧力値として使用する際の、0% 値 (4mA)、100% 値 (20mA) を設定します。
同値は設定できません。

4.1.6

圧力補償(*)
DO70G、DO71、DO72 検出器をお使いの場合専用の項目です。
DO70G、DO71、DO72 検出器をお使いの場合で電流入力による圧力値で圧力補償を行う
際は、本項目で圧力補償 (*) を「有効」に設定してください。
設定を変更するとすぐに圧力値が補償に使われますが、その後は 2 時間ごとに更新され
ます。
また、本設定を「有効」の状態で電源を入れた場合、最初に圧力補償が行われるのは電
源を入れてから 2 分後です。
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接点入力設定
接点入力機能を使って、洗浄（リモート洗浄と呼びます）を開始したり、電流出力レン
ジを切替えることができます。
mA 出入力が "-A2" の場合は接点入力 1 のみ、mA 出入力が "-A4" の場合は接点入力 1、
接点入力 2(Ad) を使用できます。mA 出入力が "-A2" の場合に接点入力 2(Ad) を設定して
も動作に影響しません。

4.2.1

機能
接点入力の機能を「無効」
「リモート洗浄」
「電流出力レンジ切替え」から選択します。
使用しない場合は、設定エラーの原因となりますので、
「無効」としてください。

4.2.2

リモート洗浄

接点入力をトリガに、
洗浄を開始できます。リモート洗浄の対象となる接点出力「S1」
「S2」
「S3」から設定してください。
このとき、選択された接点出力 S1/2/3 は、
「洗浄」を選択してください。
「洗浄」以外が
選択されていると、設定エラーが発生します。
接点出力の設定については、
「4.4 接点出力設定」を参照してください。

4.2.3

電流出力レンジ切替え
接点入力をトリガに、電流出力のレンジを切替えることができます。レンジ切替えの対
象をなる電流出力「mA1」
「mA2」
「mA3」
「mA4」から設定してください。
電流出力の切り替えレンジの設定（DI レンジ切替え）については、
「4.3.1 出 力 」 を 参 照
してください。
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電流出力設定
各電流出力の設定をします。

■ ｍA1/mA2/mA3(Ad)/mA4(Ad)
各電流出力の機能を設定します。初期値は「出力」です。
出力：
各設定に応じた電流値を出力します。
模擬：
出力スパンの％で設定された固定電流を出力します。
Off：		
出力を使用しません。4mA が固定出力されます。
mA 出入力が "-A2" の場合は電流出力 mA1、mA2 の設定のみ、
、mA 出入力が "-A4" の場
合は電流出力 mA1、mA2、mA3(Ad)、mA4(Ad) を使用できます。mA 出入力が "-A2" の
場合に mA3(Ad)、mA4(Ad) を設定しても動作に影響しません。

注記
HART 通信をご使用になる場合、mA1 を「出力」に設定してください。

4.3.1

出力
各設定に応じた電流値を出力します。

● センサ選択
変換器には仕様により、複数の検出器を接続できます。
出力するプロセスパラメータのセンサを「センサ 1-1」
、
「センサ 1-2」
、
「センサ 1-3」
、
「セ
ンサ 1-4」
、
「センサ 2-1」
、
「センサ 2-2」
、
「センサ 2-3」
、
「センサ 2-4」
、
「変換器」から選
択してください。
プロセスパラメータに変換器パラメータ（電流入力値やスクリプト、複数センサによる
演算）を設定する場合に「変換器」を設定してください。

注記
現在、スクリプトは使えません。
センサは、あらかじめ正しく MODBUS アドレスが設定されている必要があります。
「4.6.1 MODBUS 設定」を参照してください。
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● プロセスパラメータ
出力するプロセスパラメータを設定します。
お使いの検出器に応じたプロセスパラメータを設定してください。設定に不備があると、
設定エラーが検出されます。
以下から選択できます。
4 機種共通：温度
PH 用：
pH、ORP、rH
SC 用：
導電率 1、導電率 2、抵抗率 1、抵抗率 2、濃度 1、濃度 2
DO 用：
酸素
変換器：
AI、スクリプト *1
			
差分 (pH)*2、差分 (ORP)*2、差分 ( 導電率 )*2、差分 ( 抵抗率 )*2、差分 ( 酸素 )*2
			
平均 (pH)*2、平均 (ORP)*2、平均 ( 導電率 )*2、平均 ( 抵抗率 )*2、平均 ( 酸素 )*2
			
比率 *2、通過率 *2、除去率 *2、偏差 *2、pH 校正 (VGB)*2
*1： 現在はスクリプトは使えません。選択しないでください。
*2： 複数センサをお使いの場合の設定です。センサ 1-1 とセンサ 2-1 から演算されます。「・複数センサの演
算について」をご参照ください。

・複数センサの演算について

・演算はセンサ 1-1 とセンサ 2-1 を使います。
・本機能を使用する場合は、センサ 1-1 とセンサ 2-1 のセンサ種類は同じものを設定してください。
・センサ種類以外に、以下設定を一致させる必要があります。
			
PH 検出器の場合：
「電極の種類」
			
SC/ISC 検出器の場合： 「測定単位」
「測定 / 補償方法」
			
DO 検出器の場合：
「測定単位」
・設定に誤りがあると設定エラーが検知されます。
・本機能を使用中に、センサ 1-1 またはセンサ 2-1 にてエラーが発生した場合、電流出力は前回値保持
となります。
・比率、通過率、除去率、偏差、pH 校正 (VGB) は導電率 1 を対象とします。
・差分 ( 導電率 )、差分 ( 抵抗率 )、平均 ( 導電率 )、平均 ( 抵抗率 ) は、導電率 1 または抵抗率 1 を対象
とします。
・演算式は下表のとおりです。
種類
差分
平均
比率
通過率 (%)
除去率 (%)
偏差 (%)
pH 校正 (VGB)
			
			

演算式
[ センサ 1-1] - [ センサ 2-1]
([ センサ 1-1] + [ センサ 2-1]) / 2
[ センサ 1-1] / [ センサ 2-1]
[ センサ 2-1] / [ センサ 1-1] × 100
([ センサ 1-1] - [ センサ 2-1]) / [ センサ 1-1] × 100
([ センサ 2-1] - [ センサ 1-1]) / [ センサ 1-1] × 100
pH = 8.6 + log ([ センサ 1-1] - [ センサ 2-1] / 3)

備考

(*1)
(*1)
(*1)
(*1)
(*1) (*2)

(*1)
測定対象が導電率のときに演算を行います。
(*2)	SC 検出器をお使いの場合のみ演算を行います。
演算式における導電率単位は µS/cm です。

● 出力設定
「直線」または「出力表」のどちらかの出力方式を選択します。
直線：
0% 値、100% 値を設定します。
出力表：
21 点の出力曲線にて設定可能です。正しく入力してください。

● DIレンジ切替え
接点入力の「電流出力レンジ切替え」による、レンジ切替え時の 0% 値と 100% 値を設定
します。
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● バーンアウト
故障発生時の出力指定を「Off」
、
「低」
、
「高」から選択します。故障の設定は「4.7 エラー
設定」でご確認ください。
Off： 測定値に依存します。
低： 2.2mA の固定出力となります。
高： 22.0mA の固定出力となります。
mA 出力の［センサ選択］で設定したセンサの故障が、バーンアウトの対象になります。
設定されていないセンサで故障を検知した場合、バーンアウトしません。
また変換器で故障を検知した場合 * 必ずバーンアウトの対象になります。
*： 内部通信エラーが発生した場合、第 1 センサモジュール / 第 2 センサモジュールの判別をし、設定され
ているアナログセンサモジュールでの故障を検知した場合にバーンアウトの対象となります。

● ダンピング時間
ステップ入力に対する応答が、変化幅の 90% に到達するまでの時間（減衰時間）を秒単
位で設定します。
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模擬

出力スパンの％で設定された固定電流を出力します。
設定範囲は -11.25％～ 112.5%（出力可能範囲は 2.2mA ～ 22.0mA）です。
「模擬」を選択すると、ホールド設定にかかわらず、常に模擬値が出力されます。
「模擬」の設定とは別に、上位ホストから MODBUS 通信や HART 通信で、本設定を変え
ずに電流出力を模擬できます。
本設定による模擬出力は、電源を Off した後も保持しますが、通信による模擬の場合は、
模擬中に電源を Off すると模擬出力は解除されます。
機器設定中は、mA 出力が自動的にホールド状態になりますが、
「模擬」を選択している
場合は、その設定に応じた模擬値がすぐに出力されます。
模擬の電流出力の場合、エラーが発生します。

4.3.3

ホールド設定
ホールド設定は、ホールド中の mA 出力を既知の値に保持するための設定をします。
mA を「出力」選択時のみ有効です。
ホールドには、機器設定中や校正 / 洗浄中に自動的に行われる自動ホールドと、任意に操
作する手動ホールドがあります。
機器設定中は、必ず自動ホールド状態になります。設定により無効にはできません。
校正または洗浄中にホールドしないようにするには、
［校正中／洗浄中ホールド］を「無効」
に設定することで可能になります。
ホールドについては、
「3.7 HOLD（手動ホールド）
」もお読みください。

● ホールドの種類
ホールド時の mA 出力値を設定します。初期値は「直前値」です。
「直前値」
： 直前の mA 出力値でホールドされます。
「固定値」
： 固定値ｍ A で設定した mA 出力値でホールドされます。

● [校正中／洗浄中ホールド]
校正中または洗浄中に自動ホールドするかを選択します。
「有効」
：
自動ホールドされます。
「無効」
：
自動ホールドされません。
なお、自動ホールドまたは手動ホールド中、接点出力は「洗浄」
「Fail safe」以外の接点
出力は、ホールド開始した時の状態を保持します。

注記
測定ができない場合は「----」を表示します（MODBUS 通信上は NaN）
。エラー設定が F
以外の設定、もしくは [ バーンアウト設定 ] の場合は、電流出力の [ ホールド設定 ] に従っ
た出力（直前値 / 固定値）を行います。エラー設定については「4.7 エラー設定」をご参
照ください。
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接点出力設定
各接点出力は、以下の機能を設定できます。
接点の寿命は約 100 万回です。ただし、接点電流や容量性負荷により寿命は異なります。
S1/S2/S3： 警報、ホールド、洗浄、エラー、USP、模擬、Off
S4：		
警報、エラー、模擬、Fail safe
S4 について、機器の致命的な故障を検知した場合、機能設定に関係なく Fail safe 動作を
します。
USP は、SC 検出器をお使いの場合のみ設定してください。他の検出器を使用時に、USP
を設定すると、設定エラーを検知します。
電源 On/Off 時の接点状態を以下に示します。S4 は、Fail safe 接点です。
接点
S1、S2、S3

電源投入時で通常運転時 電源投入時で警報状態時

S4

4.4.1

C

C

NC
NO
NC
NO

C

C

NC
NO
NC
NO

電源遮断時
C

C

NC
NO
NC
NO

警報
下限値または上限値モニタリング。on/oﬀ 制御にも使用できます。
センサ選択、プロセスパラメータ、設定値、警報動作方向、ヒステリシス、遅延時間、
遅延制限時間を設定できます。

● センサ選択
4.3 節 電流出力設定の [ センサ選択 ] を参照ください。

● プロセスパラメータ
警報に使用するプロセスパラメータを設定します。
以下から選択できます。
4 機種共通：温度
PH 用：
pH、ORP、rH
SC 用：
導電率 1、導電率 2、抵抗率 1、抵抗率 2、濃度 1、濃度 2
DO 用：
酸素
変換器：
スクリプト *1
			
差分 (pH)*2、差分 (ORP)*2、差分 ( 導電率 )*2、差分 ( 抵抗率 )*2、差分 ( 酸素 )*2
			
平均 (pH)*2、平均 (ORP)*2、平均 ( 導電率 )*2、平均 ( 抵抗率 )*2、平均 ( 酸素 )*2
			
比率 *2、通過率 *2、除去率 *2、偏差 *2、pH 校正 (VGB)*2
*1： 現在はスクリプトは使えません。選択しないでください。
*2： 複数センサをお使いの場合の設定です。センサ 1-1 とセンサ 2-1 から演算されます。4.3 電流出力設定の
「・複数センサの演算について」をご参照ください。

お使いの検出器に応じたプロセスパラメータを設定してください。設定に不備があると、
設定エラーが検出されます。
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● 設定値、警報動作方向、ヒステリシス、遅延時間、警報制限時間
設定値：
警報機能で接点出力を On（S1/S2/S3：励磁、S4：非励磁）するための判定値を設定
します。
動作方向：
励磁する判定として、設定値を上回るもしくは下回るかを「上限警報」
「下限警報」
から選択します。
ヒステリシス：
励磁状態から非励磁状態にする際に用いる、測定値のヒステリシスを設定できます。
遅延時間：
測定値が設定値を動作方向に超えてから、励磁するまでの遅延時間を設定します。
動作イメージを以下に示します。

図4.5

警報接点の動作

● 警報制限時間
接点出力が On のまま警報時間を過ぎると、接点出力が Off に戻ります。
警報制限時間を超過した場合、エラーが発生します。解除するにはエラー詳細画面で、
エラーをキャンセルしてください。

図4.6

警報制限時間超過のエラー詳細画面（S1）例

なお、0.0 秒に設定すると、警報制限時間は無効になります。
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ホールド
電流出力がホールドされるときに接点出力が On（S1/S2/S3：励磁）されるホールド接点。
ホールド接点出力に割付ける電流出力を「mA1」
「mA2」
「mA3」
「mA4」から選択します。

4.4.3

洗浄
接点出力を利用して洗浄周期を制御できます。
検出器を洗浄するための洗浄モードは、通常の測定モードへの割り込みとみなされます。
洗浄サイクルでは最初に、
［洗浄時間］
（TW）の間、検出器システムを洗浄（化学洗浄ま
たは機械的洗浄）します。次に、
［緩和時間］
（TR）の間、検出器システムの回復が行わ
れます。回復後、洗浄サイクルは終了し、通常の測定モードに戻ります。
出力接点が「洗浄」に設定されているとき、入力接点を使用するには接点入力設定で洗
浄を選択する必要があります。
比較電極で「入力 2 抵抗が高すぎる」エラーが発生した場合に、入力接点を利用して洗
浄を有効にし、洗浄サイクルを開始させることもできます。
Tint
Tw

Tr

Tint
Tw

Tr
Tint： 洗浄周期
Tw： 洗浄時間
Tr： 緩和時間

図4.7

自動洗浄時のチャート

［洗浄設定］画面では、洗浄周期、洗浄時間、緩和時間の設定のほか、各種洗浄に対する
設定を行います。

● 洗浄中のホールド
[ 校正中／洗浄中ホールド ] が「有効」に設定されている場合、電流出力が自動的にホー
ルドされます。このとき「洗浄」に設定されている接点を除き、すべての接点が電流出
力ホールド開始時の状態を保持します。ホールドする電流出力は [ 電流出力 ] で「mA1」
「mA2」
「mA3」
「mA4」から選択します。
[ 校正中／洗浄中ホールド ] が「無効」に設定されている場合、電流出力や接点は洗浄サ
イクルの影響を受けません。
[ 校正中／洗浄中ホールド ] の設定は、
「4.3.3 ホールド設定」を参照ください。
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● 洗浄サイクルの停止
進行中の洗浄サイクルを停止させることができます。メイン画面の
をタップする
と、
「洗浄サイクルの停止」画面になり、停止したい接点出力の
をタップすると洗浄
サイクルが停止します。

図4.8

メイン画面の洗浄中表示と洗浄サイクルの停止

洗浄サイクルには、
［洗浄時間］
（TW）と [ 緩和時間 ]（TR）があり、洗浄マークをタップ
するタイミングによりその時点での作業が終了となります（図 4.9 参照）
。
［緩和時間］は、検出器を通常の測定状態へ戻すための時間です。
洗浄周期の終了

洗浄モード

WASH
HOLD

洗
浄
浄 時間
マー の
クを 終了
押
す

終了
の
T R 押す
間
時
クを
和
緩
マー
浄
洗

WASH
HOLD

洗

測定モード

緩和モード
図4.9

洗浄サイクル

■ 洗浄周期、洗浄時間、緩和時間
洗浄周期：
時間単位で設定します。
洗浄時間 / 測定時間：分単位で設定します。連続洗浄の場合に、測定時間となります。
緩和時間：
分単位で設定します。

注記
「洗浄周期」>「洗浄時間」+「緩和時間」となるように設定してお使いください。
［洗浄周期］に 0.0 秒を設定すると、洗浄は自動で開始されません。
洗浄に関する設定が変更された場合、設定変更のタイミングから洗浄周期はカウントさ
れます。
対象の電流出力がホールド中の場合、洗浄は自動で開始されず、手動でも開始できません。
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■ 手動洗浄
手動洗浄については「3.8 WASH（手動洗浄）
」を参照してください。
洗浄設定［手動洗浄］を「無効」
「有効」
「無効 +Imp.2 洗浄」
「有効 +Imp.2 洗浄」から選
択します。
洗浄設定［手動洗浄］が「有効」に設定されている場合、洗浄サイクルを手動で作動さ
せることができます。
「3.8 WASH（手動洗浄）
」を参照してください。

■ Imp.2洗浄 対象センサ
「Impedance2 抵抗が高すぎる」エラーが検出された後で、
洗浄を開始することもできます。
洗浄設定［手動洗浄］で「無効 +Imp.2 洗浄」
「有効 +Imp.2 洗浄」のどちらかを選択して
ください。この場合、
「Impedance2 抵抗が高すぎる」の対象とするセンサを、[Imp.2 洗
浄対象センサ ] で設定してください。

■ リモート洗浄
入力接点（設定されている場合）により洗浄を開始（リモート洗浄）することもできます。
「4.2 接点入力設定」を参照してください。

■ 連続洗浄
プロセスによっては、電極に汚れが付着しやすく、正確な測定のためには連続的に洗浄
が必要な場合があります。このような場合、
［緩和時間］と「洗浄周期」は連続洗浄の妨
げとなります。
連続洗浄は「有効」に設定した時点で開始されます。洗浄周期の最初は、[ 洗浄時間 ] の
間測定を行います。残りの時間が洗浄を実施している時間になります。
［連続洗浄］を「有効」とした場合
Tint
Tw

Tw’

Tint
Tr

Tw

Tw’

Tr
Tint： 洗浄周期
Tw： 測定時間
Tw’： 洗浄時間
Tr： 緩和時間

図4.10

連続洗浄時のチャート

洗浄を停止させた後で洗浄サイクルを開始させるには、
「連続洗浄」を再度「有効」に設
定してください。
連続洗浄の場合、洗浄サイクルが停止されているときの汚れの付着に特に注意してくだ
さい。
連続洗浄では、手動洗浄、リモート洗浄を設定しても使用はできません。
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診断 (PH のみ )
洗浄後、測定が正常に行われるかチェックする機能も備えており、検出器の応答を調べ
ることができます。洗浄回復チェックは、半値復帰時間を利用して行います。洗浄回復
チェックを行うかどうかは、エラー設定の洗浄回復エラーで選択できます。
半値とは、図 4.11 の例にある通常測定時の pH 値と、洗浄時に検出される pH 値との差
をΔ pH としたときに、この半分の値 1/2 Δ pH をいいます。緩和時間の 1/3 経過後 1/2
Δ pH より大きいときは良電極、小さいときは不良電極となります。ただし、洗浄時に、
通常の測定値とほぼ同等の pH 値を示すアプリケーションにおいては、半値もほとんどあ
りませんので、半値復帰時間チェックを行わせない設定としてください。このようなア
プリケーションの例として、廃液の pH 値監視などがあります。このとき、洗浄方法に水
ジェット洗浄を選ばれますと、通常の測定時、洗浄時共にほぼ 7pH を示すため、半値幅
はほとんど 0pH となり、緩和時間の判定が正常に行えません。なお、この機能は ORP 測
定のみの場合でも設定可能です。
tI：洗浄周期

良電極

1/2ΔpH

不良電極

pH

ΔpH

1/3tR
tW：洗浄時間

tI： 洗浄周期
tW：洗浄時間
tR： 緩和時間

tR：緩和時間

時間

図4.11
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エラー
エラー発生時に励磁される接点。
エラー接点は、エラー検出したときに接点出力を On（S1/S2/S3：励磁、S4：非励磁）に
します。エラー状態は、
「4.7 エラー設定」で設定します。

● ［センサ選択］
センサを「センサ 1-1」
、
「センサ 1-2」
、
「センサ 1-3」
、
「センサ 1-4」
、
「センサ 2-1」
、
「セ
ンサ 2-2」
、
「センサ 2-3」
、
「センサ 2-4」から選択します。
ここで設定したセンサで発生したエラーが、エラー接点の動作対象になります。また変
換器で発生したエラーは必ず動作対象になります。

注記
内部通信エラーが発生した場合、第 1 センサモジュール / 第 2 センサモジュールの判別
をせず、エラー接点動作の対象となります。

● [エラー設定]
「故障」
「故障＋警告」から選択します。
故障：
故障（
「Failure」(F)）が発生したときに接点が動作します
故障＋警告：	故 障 お よ び 警 告（
「Function Check」(C)、
「Out of Specification」(S)、
「Maintenance required」(M)）が発生したときに接点が動作します
警告が発生した場合は、
接点が 2 秒間隔で点滅し
（励磁と非励磁を繰り返し）
、
故障
（Failure）
の場合は、連続して On（S1/S2/S3：励磁、S4：非励磁）されます

4.4.5

USP
WFI 用の USP/EU 限界値（SC のみ使用可）
米国薬局方（United States Pharmacopeia:USP）に対応し、温度補償していない導電率が
USP<645> の段階 1 で規定されている導電率限界値を超えた場合に、接点出力を On（S1/
S2/S3：励磁）します。

● ［センサ選択］
USP を検知するセンサを「センサ 1-1」
、
「センサ 1-2」
、
「センサ 1-3」
、
「センサ 1-4」
、
「セ
ンサ 2-1」
、
「センサ 2-2」
、
「センサ 2-3」
、
「センサ 2-4」から選択します。
USP については SC 操作編（IM 12A01F01-03JA）の付録を参照ください。
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模擬
接点の動作確認に使用できます。
接点の on（S1/S2/S3：励磁、S4：非励磁）と oﬀ（S1/S2/S3：非励磁、S4：励磁）を手動
で切り替えることができます。接点の模擬設定は測定モードで見ることができ、機器設
定画面からメイン画面へ遷移するとホールドが解除され、模擬状態になります。
模擬の出力接点の場合、エラーが発生します。

「模擬」の設定とは別に、MODBUS 通信で、本設定を変えずに接点出力を模擬できます。
本設定による模擬出力は、電源を Off した後も保持しますが、通信による模擬出力は、模
擬中に電源を Off すると解除されます。

4.4.7

Fail safe
S4 のみ設定可です。
Fail safe 機能が選択されている場合、
故障（Failure）を検知すると接点が On（S4：非励磁）し、
電源を On/Off するまで動作を続け、On（S4：非励磁）のままとなります。またこのとき、
エラー設定により「Fail safe 発生」エラーが発生します（初期設定では発生）
。
Fail safe 機能を選択した状態で故障（Failure）を検知した場合、その後で機能の設定を
Fail safe 以外へ設定を変更しても、電源を On/Off するまで解除はされません。

注記
エラー要因により接点が On（S4: 非励磁）になったのち、そのエラーが解除されても接
点は On（S4: 非励磁）のままとなります。
エラー要因については、ログブックを参照してください。その場合、[ ログブック設定 ]
で「エラー発生」を「On」にする必要があります。ログブック設定については「4.8
ログブック設定」を参照してください。

4.4.8

Oﬀ
接点出力は使用しません。
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画面表示設定
画面表示に関する各種設定を行います。

4.5.1

表示1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/2-2/2-3-2-4設定
ホーム画面ではタブで切り替え可能なページを 2 つ持っており、それぞれのページで最
大 4 つの測定値を表示します。

表示 1-1

表示 1-2

表示 2-1

表示 1-3

表示 1-4

表示 2-2

図4.12

ホーム画面例（左：ページ1に4つの設定、右：ページ2に2つの設定）

ページ番号（X）と表示位置（Y）で、表示 X-Y となります。
ここでは各表示 1-1/1-2/1-3/1-4、2-1/2-2/2-3/2-4 への設定を行います。

● [センサ選択]
変換器には仕様により、複数の検出器を接続できます。
表示する測定値のセンサを「センサ 1-1」
、
「センサ 1-2」
、
「センサ 1-3」
、
「センサ 1-4」
、
「セ
ンサ 2-1」
、
「センサ 2-2」
、
「センサ 2-3」
、
「センサ 2-4」
、
「変換器」から選択してください。
表示（1/2/3 行目）に変換器のパラメータ（電流入力値やスクリプト、複数センサによる
演算）を設定する場合は「変換器」を設定してください。
複数の表示画面に同じコネクション番号を設定することも可能です。
たとえば、表示 1-1 と表示 1-2 にセンサ 1-1 を指定して、センサ 1-1 の測定値と温度を並
べて表示するなどができます。

注記
現在、スクリプトは使えません。
なお、センサはあらかじめ正しく MODBUS アドレスを設定する必要があります。「4.6.1
MODBUS 設定」を参照してください。
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● [1/2/3行目]
メイン画面の第 1 表示項目（1 行目）
、第 2 表示項目（2 行目）
、第 3 表示項目（3 行目）
に表示するパラメータが設定可能です。
表示は、
4 機種共通：温度、空白
PH 用：pH、ORP、rH
SC 用：導電率 1、導電率 2、抵抗率 1、抵抗率 2、濃度 1、濃度 2
DO 用：酸素
変換器：AI、スクリプト *1
差分 (pH)*2、差分 (ORP)*2、差分 ( 導電率 )*2、差分 ( 抵抗率 )*2、差分 ( 酸素 )*2
平均 (pH)*2、平均 (ORP)*2、平均 ( 導電率 )*2、平均 ( 抵抗率 )*2、平均 ( 酸素 )*2
比率 *2、通過率 *2、除去率 *2、偏差 *2、pH 校正 (VGB)*2

*1： 現在はスクリプトは使えません。選択しないでください。
*2： 複数センサをお使いの場合の設定です。センサ 1-1 とセンサ 2-1 から演算されます。「・複数センサの演
算について」をご参照ください。
また、以下の複数センサによるエラーが発生している場合には、表示設定エラーが同時に発生します。
		 ・VGB 演算結果エラー
		 ・比率演算結果エラー
		 ・通過率演算結果エラー
		 ・除去率演算結果エラー

お使いの検出器に応じた測定値を設定してください。設定に不備があると、設定エラー
が検出されます。なお、画面設定エラーが発生時、不備がある行のみならず、表示 X-Y
のメイン画面では 1/2/3 行すべてが、測定値は "----" が表示されます。
センサ選択で変換器を指定した場合は、変換器のパラメータ ( 電流入力値や複数センサに
よる演算 ) のみを表示項目に指定してください。

注記
表示 1-1 の 1 行目には、
「空白」を選択できません。

● 表示画面名
「表示画面名」として 12 文字までのテキストを付けることができます。
ホーム画面、メイン画面、モニタ画面で表示されます。

● 追加テキスト1/2/3
追加テキストは、メイン画面に表示され、測定値の識別に役立てることができます。た
だし、ホールド中や洗浄中は、それらの表示を優先し、追加テキストは表示しません。
「追加テキスト」は 12 文字までのテキスト文字を表示できます。
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● お気に入り校正
pH 計をお使いの場合にのみ使用できます。
ホーム画面、メイン画面のお気に入り校正 をタップすると、ここで設定した校正画面へ
直接遷移します。
ここでの設定の選択肢名称と pH 校正の名称の対応は以下のとおりです。
お気に入り校正の選択肢
pH校正
手動 1 点
pH 手動校正 ゼロ（1 点）
手動 2 点
ゼロ / スロープ（2 点）
手動 3 点（ITP）
ゼロ / スロープ /ITP
（3 点）
手動 3 点（折れ線）
ゼロ / スロープ 1,2（3 点）
自動 1 点
pH 自動校正 ゼロ（1 点）
自動 2 点
ゼロ / スロープ（2 点）
自動 3 点（ITP）
ゼロ / スロープ /ITP
（3 点）
自動 3 点（折れ線）
ゼロ / スロープ 1,2（3 点）
Off
校正 *
*： お気に入り校正が Off または pH 計以外の場合、
「校正

」をタップした場合と同じ画面に推移します。

● 導電率単位、抵抗率単位
SC 計、ISC 計としてお使いの場合に設定できます。
導電率：
自動、nS/cm、µS/cm、mS/cm、S/cm
抵抗率：
自動、Ω·cm、kΩ·cm、MΩ·cm、GΩ·cm

4.5.2

スクリプト
スクリプト機能で演算した結果を表示でき、そのときの「単位文字列」を最大 5 文字、
「小
数点以下桁」を 0~3 桁まで設定できます。

注記
現在はスクリプトは使えません。設定しないでください。
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トレンドグラフ

トレンドグラフ画面に関する設定を行います。
［トレンドグラフ］画面にて、各トレンドに表示するセンサとプロセスパラメータを設定
します。第 1 ～第 8 トレンドまで設定可能です。

● X軸：時間
トレンドグラフ表示における X 軸の時間間隔をリスト中から選択します。

● 上限値/下限値
トレンドグラフ表示における Y 軸の上下限値をトレンド画面ごとに設定します。
［センサ選択］
トレンドするプロセスパラメータのセンサを
「センサ 1-1」
「
、センサ 1-2」
「
、センサ 1-3」
「
、セ
ンサ 1-4」
、
「センサ 2-1」
、
「センサ 2-2」
、
「センサ 2-3」
、
「センサ 2-4」
、
「変換器」から選
択してください。
プロセスパラメータに変換器パラメータ（電流入力値やスクリプト、複数センサによる
演算）を設定する場合に「変換器」を設定してください。

注記
現在、スクリプトは使えません。
なお、センサはあらかじめ正しく MODBUS アドレスを設定している必要があります。
「4.6 上位機器設定」を参照してください。
［プロセスパラメータ］
出力するプロセスパラメータを設定します。
4 機種共通：温度
PH 用：pH、ORP、rH
SC 用：導電率 1、導電率 2、抵抗率 1、抵抗率 2、濃度 1、濃度 2
DO 用：酸素
変換器：AI、スクリプト *1
差分 (pH)*2、差分 (ORP)*2、差分 ( 導電率 )*2、差分 ( 抵抗率 )*2、差分 ( 酸素 )*2
平均 (pH)*2、平均 (ORP)*2、平均 ( 導電率 )*2、平均 ( 抵抗率 )*2、平均 ( 酸素 )*2
比率 *2、通過率 *2、除去率 *2、偏差 *2、pH 校正 (VGB)*2

*1： 現在はスクリプトは使えません。選択しないでください。
*2： 複数センサをお使いの場合の設定です。センサ 1-1 とセンサ 2-1 から演算されます。「・複数センサの演
算について」をご参照ください。

お使いの検出器に応じたプロセスパラメータを設定してください。設定に不備があると、
トレンド画面を正しく表示できません。

注記
トレンドの画面表示設定を変更すると、以前のトレンドグラフは消え、変更時点からの
データになります。
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その他
変換器の表示に関するその他設定を行います。

● 自動復帰
自動復帰で設定された時間内に操作がない場合、設定時間経過後モニタ画面（モニタ画
面設定が「Off」の場合はメイン画面）に戻り、通常動作状態となります。
「不可」
「
、10 分」
「
、60 分」から選択します。自動復帰機能を無効としておきたい場合は「不
可」を選択します。

注記
検出器の校正中、トレンド画面表示中、機器設定変更中（変更した内容を反映していな
い場合）は自動復帰しません。

注記
自動復帰の初期値は「10 分」です。設定など時間のかかりそうな操作をする場合は「60 分」
または「不可」に設定変更することをお勧めします。ただし、設定を変更して未保存の
場合は自動復帰はしません。

● バックライト自動消灯
LED の寿命を長く保つために、バックライトを自動的に消灯できます。設定された時間
の間、画面操作が行われなかった場合に、バックライトが消灯されます。
「不可」
「10 分」
「30 分」
「60 分」から設定します。
バックライト消灯中に画面に触れると、バックライトは点灯します。
バックライト消灯中でも、エラー発生時には、バックライトは点滅し、エラーがなくな
るまで自動消灯はしません。
同様に、バックライト点滅機能（
「● バックライト点滅」を参照してください。
）が有効
時、バックライト点滅動作が発生するとバックライトは点滅し、バックライト点滅動作
中は自動消灯しません。

● モニタ画面
自動的なモニタ画面への移行を設定します。
「On」
「
、Off」から選択します。初期値は「On」
です。
エラーの発生中、ホールド実行中、および洗浄実行中は、モニタ画面は表示されません。
本設定が「On」の場合、自動復帰するときの復帰先がモニタ画面になります。

● エラー表示NE107
変換器や検出器のエラーを検知した場合に、ホーム画面、メイン画面に診断情報が表示
されます。
「エラー表示 NE107」は「On」
、
「Off」
（出荷時は On）から選択します。
エラー検知時に「On」の場合は、NE107 の 4 分類 、 、 、 （センサエラーは 、
、 、 ）が点灯します。
「Off」の場合、故障と警告を示す または が点滅します。
エラー表示については、
「2.4 エラー表示」を参照してください。

IM 12A01F01-03JA

6th Edition : 2022.11.25-00

＜ 4.  変換器設定＞

4-26

● バックライト点滅
FieldMate やその他通信機器（MODBUS/HART）から、変換器のバックライトを点滅（0.5
秒間隔）させることができます。本機能を使うことで、変換器が複数台あるときに、通
信機器との通信相手である変換器の識別ができます。
本機能を使うには、[ バックライト点滅 ] を「On」に設定します（初期値は「On」
）
。ま
た点滅する [ 動作 ] を「5 秒間」
「連続点滅」から選択します。連続点滅は設定を変更する
まで点滅し続けます。
エラー発生時のバックライト点滅（1 秒間隔）は、この設定による解除はできません。
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上位機器設定
上位機器設定は、MODBUS 通信、変換器と SENCOM SA 間の MODBUS 通信、HART 通信、
Ethernet の、通信関連の設定と、変換器とセンサを合わせた全体の単位設定を行います。

4.6.1

MODBUS設定
上位ホストとの MODBUS 通信、変換器と SENCOM SA 間の MODBUS 通信にかかわる設
定を行います。

■ 変換器とSENCOM SA間
● センサアドレス設定(S)
変換器と SENCOM SA 間の MODBUS 通信設定を行います。
変換器と SENCOM SA を接続するには、SENCOM SA の MODBUS アドレス 1 ～ 247 を変
換器に設定します。接続しない場合は "248" に設定してください。
SENCOM SA の MODBUS アドレスが不明な場合、MODBUS アドレスサーチ機能によって
探索できます。5 章を参照してください。

注記
マルチ接続をする場合、MODBUS アドレス（1 ～ 247）が異なる SENCOM SA をお使いく
ださい。同じ MODBUS アドレスの SENCOM SA が複数台接続されていると、正しく使用
できません。

注記
SENCOM SA 以外（アナログセンサモジュール、DO70G、DO71、DO72）をお使いの場合、
コネクション番号に割り付ける MODBUS アドレスは "1" を設定してください（初期値は
コネクション番号 1-1 に "1" が割り付けられています）
。
SENCOM SA が接続されていない / 通信不良があると、通信エラーを検知します。センサ
との通信エラーを検知すると、そのセンサを使うよう設定されていた各機能の設定エラー
も発生します。
センサアドレス設定（S）は、コネクション番号 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、
2-4 と最大 8 種類のセンサアドレスを設定できます。ハイフン "-" の左側の数値は、セン
サモジュールの番号（第 1 センサモジュール / 第 2 センサモジュール）を意味します。
第 1 センサモジュールに接続する SENCOM SA のアドレスはコネクション番号 1-1、1-2、
1-3、1-4 に割り当ててください。

注記
変換器では、第 2 センサモジュールに検出器を 1 本のみ接続できます。2-1、2-2、2-3、
2-4 のいずれかに設定する場合、他の設定は 248 にしてください。また、HART 通信をご
使用の場合は、必ずコネクション番号 2-1（センサ 2-1）をご使用ください。
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本設定で各コネクション番号に割り付けた（MODBUS アドレスを 248 以外に設定した）
センサが各機能で選択できるセンサ 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4 となります。
たとえば、MODBUS アドレス 8 の SENCOM SA を電流出力 mA2 に割り付ける場合、まず
コネクション番号 1-3 に MODBUS アドレス 8 を割り当てます。次に、センサ 1-3 を電流
出力 mA2 に設定するには、[ 変換器メニュー ] ⇒ [ 電流出力 ] ⇒ [mA2] ⇒ [ センサ選択 ]
で選択します。

図4.13

コネクション番号の割り付けとmA出力への設定

■ MODBUS通信設定
変換器は、MODBUS slave 機能があります。RS485 通信、Ethernet（Modbus TCP）によ
る通信が可能です。ここでは、お使いのハードウェア構成に合わせて設定します。
MODBUS 通信については技術資料（TI 12A01F01-62JA）をお読みください。
ペアリングする前に、通信機器で表示される [Bluetooth デバイス名 ] を設定します。最
大 12 文字まで設定可能（初期値は計器番号）で、通信機器では、
” FLXA402-[Bluetooth
デバイス名 ]” が表示されます。
[Bluetooth デバイス名 ] は、FLXA402 の再起動後に反映されます。
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HART設定

HART 通信を使用する場合に設定します。
［HART 設定］画面で、HART アドレスの指定や (PV)、SV、TV、QV の設定を行います。
PV は変換器の HMI 画面には表示されません。

注記
PV は、電流出力 mA1 で設定した [ センサ選択 ][ プロセスパラメータ ]（4.3.1 項）と連動
しています。PV を変更したい場合は、電流出力 mA1 の設定を変更してください。

● ループカレントモード
1 対 1 通信の場合は、初期値「有効」のままとします。1 本の HART 通信ラインに複数台
の機器を接続（マルチドロップ接続）し、4mA 固定を必要とする場合は「不可」を設定
してください。
有効：
電流出力 mA1 は通常ループカレント
不可：
電流出力 mA1 は 4mA 固定、マルチドロップ用

● HARTアドレス
1 対 1 通信の場合は、初期値「0」のままとします。1 本の HART 通信ラインに複数台の
機器を接続（マルチドロップ接続）する場合は、同一通信ラインに接続される各機器が
異なるアドレスを持つように、"1 ～ 63" を設定します。

● (PV)、SV、TV、QV
PV は変換器の HMI には表示されません。
SV、TV、QV のパラメータ設定は、リストに表示される Device variable 中から選択して
ください。

注記
現在、スクリプトは使えません。
ここで Device variable に付随する数字は、センサのコネクション番号になります。
なお、センサにはあらかじめ正しく MODBUS アドレスが設定されている必要があります。
「4.6.1 MODBUS 設定」を参照してください。

注記
本製品では、第 2 センサモジュールには検出器は 1 本のみ接続できます。Device variable
を設定する際、2-2、2-3、2-4 は選択しないでください。選択した場合、所望の動作はせ
ずに AO current1 として動作しします。

注記
FLXA402 では、HMI/ 各通信間で同時に機器設定を行うことはできません。HART 通信で
機器設定を行う時、変換器で設定画面を開いている、もしくは MODBUS 通信の機器設
定するための権限を取得されていると、HART 通信による設定コマンドはレスポンスに
BUSY 状態（0x20）を返信します。
HART 通信の詳細に関しては技術資料（TI 12A01F01-61JA）を参照してください。
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Ethernet設定(E)
マスタ機器とイーサネットケーブルで接続することで、Modbus TCP 通信が可能です。
通信規格
セッション数（最大）
プロトコル
ポート番号

Ethernet
2
Modbus TCP
502

通信速度は Ethernet 10/100 に、また Protocol は Ipv4 に対応しています。
DHCP による IP アドレスの自動割付をする場合は、[DHCP] を "On"、固定 IP アドレスを
使用する場合は "Off"（初期値）に設定してください。
固定 IP アドレスを使用する場合は、[IP アドレス ]、[ サブネットマスク ]、[ デフォルトゲー
トウェイ ] を、お使いの Ethernet 環境に合わせて、適切に設定してください。
Ethernet 設定パラメータの初期値は以下のとおりです。
パラメータ名
DHCP
IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ

初期値
Off
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1

注記
Ethernet 設定は、FLXA402 の再起動（電源 OFF/ON）後に有効となります。

4.6.4

その他設定
変換器、およびそれに繋がっているセンサを含めた、全体の単位を設定します。また日
付のフォーマットもここで設定します。

● 温度/圧力単位
温度単位： ℃、°F
圧力単位： kPa、PSI
ただし、形名コードの使用地域が -J（日本）の場合は、温度単位は℃、圧力単位は kPa
に固定です。

注記
接続した SENCOM SA に設定されている単位も、変換器の単位設定に合わせて自動的に設
定変更されます。

● 日付フォーマット
その他メニューで設定する、日時のフォーマットを設定します。
３つの書式 YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY から設定できます。
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エラー設定
「エラー設定」は、各種エラー発生時の通知方法を設定します。
エラー発生時は画面が点滅します。エラーが無くならない限り、点滅し続けます。
異常状態の発生を［エラー設定］での状態分類に従い、通知させることが可能です。
状態分類は、
NE107 の 4 分類「Failure」(F)、
「Function Check」(C)、
「Out of Specification」(S)、
「Maintenance required」(M) と「Off」から選択できます。
[ エラー表示 NE107] の設定が On（初期設定）のときは、メイン画面、ホーム画面で本分
類に従ってエラー 、 、 、 （センサエラーは 、 、 、 ）が点灯表示されます。
[ エラー表示 NE107] の設定を Off にすると、メイン画面、ホーム画面のエラー表示を故
障 と警告 の点滅表示に変更できます。
「4.5.4 その他」を参照してください。
表4.4

診断情報
分類

略称

意味

Failure

F

Function Check

C

Out of Specification

S

Maintenance required

M

機器や周辺機器の故障の影響で、出力信
号が異常
機器上で動いている作業の影響で、出力
信号が一時的に異常
自己診断やエラーにより、機器ごとに決
まっている仕様やプロセス条件から逸脱
している
出力信号は正常だが、一般能力ぎりぎり
まで使い果たしているか、機能が操作条
件の影響ですぐに制限される状態

エラー表示NE107
バーンアウト
On
Off
点灯表示 点滅表示
する *
しない

*： 「Failure」はバーンアウト動作を行います。ただし、
「4.3.1 出力」で [ バーンアウト ] を「Off」に設定
している場合は、画面表示のみです。
表4.5

エラー

発生箇所
分類
変換器 測定エラー

入出力エラー
保守ステータス
設定エラー

エラー名称
VGB 演算結果エラー
比率演算結果エラー
通過率演算結果エラー
除去率演算結果エラー
偏差演算結果エラー
スクリプトエラー 1/2/3/4 *2
Fail safe 発生
電流出力 mA1/2/3/4 ホールド中
洗浄回復エラー 1/2/3/4 *4
電流出力 mA1/2/3/4 設定エラー
電流出力 mA1/2/3/4 出力表エラー
表示 1-1/2/3/4, 2-1/2/3/4 設定エラー
HART 設定エラー
接点出力 S1/2/3/4 設定エラー

初期値 *1
F
F
F
F
F
N
F
N
M
F
F
C
N
F
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発生箇所
分類
PH
機器ステータス
測定エラー

検出器ステータス

SC

機器ステータス
測定エラー

検出器ステータス

ISC

機器ステータス
測定エラー

検出器ステータス

エラー名称
SENCOM 通信エラー *3
温度が高すぎる
温度が低すぎる
pH が高すぎる
pH が低すぎる
ORP が高すぎる
ORP が低すぎる
rH が高すぎる
rH が低すぎる
Impedance1 が高すぎる
Impedance1 が低すぎる
Impedance2 が高すぎる
Impedance2 が低すぎる
温度補償エラー (pH)
センサ使用環境エラー
検出器検知エラー
温度素子検知エラー
ID chip 検知エラー
液アース検知エラー
校正時間超過
Impedance1 電極破損
Impedance2 電極破損
SENCOM 通信エラー *3
温度が高すぎる
温度が低すぎる
導電率が高すぎる
導電率が低すぎる
温度補償エラー (SC1)
温度補償エラー (SC2)
USP リミットを超えている
USP マージンを超えている
分極検知
温度補償マトリクス 1
温度補償マトリクス 2
濃度換算表エラー
センサ使用環境エラー
検出器検知エラー
温度素子検知エラー
ID chip 検知エラー
校正時間超過
SENCOM 通信エラー
温度が高すぎる
温度が低すぎる
導電率が高すぎる
導電率が低すぎる
温度補償エラー (SC1)
温度補償エラー (SC2)
温度補償マトリクス 1
温度補償マトリクス 2
濃度換算表エラー
センサ使用環境エラー
検出器検知エラー
温度素子検知エラー
ID chip 検知エラー
校正時間超過
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初期値 *1
F
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
N
S
S
F
F
F
F
N
F
F
F
S
S
S
S
S
S
N
N
N
F
F
F
S
F
F
F
N
F
S
S
S
S
S
S
F
F
F
S
F
F
F
N
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発生箇所
分類
DO
機器ステータス
測定エラー

検出器ステータス

エラー名称
SENCOM 通信エラー *5
温度が高すぎる
温度が低すぎる
DO が高すぎる
DO が低すぎる
センサ使用環境エラー
検出器検知エラー
温度素子検知エラー
ID chip 検知エラー
校正時間超過
検出器の膜破損
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初期値 *1
F
S
S
S
S
S
F
F
F
N
N

*1： F：Failure、C：Function Check、S：Out of Specification、M：Maintenance required、N：Off
*2： 現在、スクリプトは使えません。
*3： 電源起動後、設定したコネクション番号の SENCOM SA と一度も通信が確立していない場合、PH 検出器
用のエラー設定に従って分類されます。FLXA402 はセンサ種類を自動認識しているためで、通信確立後
は認識したセンサ種類の設定による分類に切り替わります。
*4： 洗浄回復エラーは次に洗浄するまで消えません。影響がない場合は設定を Off にしてください。
*5： 第 1 入力のコードが -D5 または -D6 の場合、電源起動後にデジタル検出器と一度も通信が確立していな
いとき、PH 検出器用のエラー設定に従って分類されます。FLXA402 はセンサ種類を自動認識している
ため、通信確立後は認識したセンサ種類の設定による分類に変わります。
また、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。

注意
エラー設定を Off にすることにより、危険が想定される場合は、エラー設定を Off にしな
いでください。Off にして使用した場合、危険を生じる場合があります。

注記
[ 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］というエラー項目が表示されます。一般に pH 計の場合、" 入力 1" は " ガラス
電極 " のことです。ORP 計の場合、" 金属電極 " のことを意味します。" 入力 2" はいずれ
も " 比較電極 " のことです。
［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
は、液アース極をもつ検出器に適応します。液アース極をもつ検出器として、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は、これらのエラーをすべて「切」に設定してください。液
アース極をもたない検出器には、PH4P、PH4PT、PH4F、PH4FT、PH4C、PH4CT、OR4P、
OR4C などがあります。
また純水用 pH 計の場合のように低導電率の液体を測定するときは、インピーダンス検出
ができません。
［Impedance 2 が高すぎる］エラーを「切」にしてください。

注記
[ 検出器設定 ] の [ 電極の種類 ] で「ORP」を指定し、OR8ERG、OR8EFG など温度検出器
を持たない検出器を使用する場合、
「エラー設定」画面にて「温度が高すぎる / 低すぎる」
を「切」に設定してください。温度入力が開放状態となるため、誤って入力信号が測定
温度上限値あるいは下限値を超えたとしてエラーが出る恐れがあるためです。
エラー一覧は技術資料「MODBUS 通信」
（TI 12A01F01-62JA）に記載されています。
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ログブック設定
［ログブック設定］は、ログブック画面に表示する情報の設定を行います。
エラーメッセージ、校正、設定変更などの履歴を、ログブックに記録できます。
ログブックに保存された情報を、たとえば、保守や交換時期を決定するための指標にで
きます。
記録されたログブックは、削除することはできません。
［ログブック設定］では、表示する各分類に対し表示の「Off」
、
「On」から選択します（初
期値はすべて「Off」
）
。変換器、センサごとに情報を整理してログブックに表示されます。
変換器

センサ

*

設定名称
エラー発生
エラー解除
電流出力 設定
接点出力 洗浄設定
接点出力 警報設定
接点出力 機能設定
接点出力 エラー設定
接点出力 模擬設定
エラー発生
エラー解除
補償設定
校正設定
Impedance 設定

詳細
変換器のエラー発生
変換器のエラー解除
電流出力に関する設定変更
接点出力の洗浄に関する設定を変更
接点出力の警報に関する設定を変更
接点出力の機能設定を変更
接点出力のエラー設定を変更
接点出力の模擬値を変更
センサのエラー発生
センサのエラー解除
温度、圧力の補償設定を変更
校正に関する設定を変更
Impedance に関する設定を変更

エラー設定（
「4.7 エラー設定」を参照してください）で「Off」にしていることで、
機器状態としてエラー
表示はしていなくても、内部ではエラーを検知しています。FLXA402 は検知したエラーログは保存して
おり、[ ログブック設定 ] で「エラー発生」を「On」にするとログブックに表示されます。

注記
SENCOM SA は、エラーメッセージ、校正などのイベント履歴を、ログブックとして保持
しますが、変換器で表示するのは変換器に接続した後に発生したイベント履歴について
のみであり、変換器に接続する以前に SENCOM SA が記録し保持しているログについては
表示しません。これを確認するには FieldMate をお使いください。

注記
ログブックの容量が満杯になった場合は、古いものから削除されます。
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（変換器）その他メニュー
ホーム画面もしくはメイン画面で をタップすると、
「変換器メニュー」が表示されます。
その他メニュー（ ）をタップすると「その他メニュー」が表示され、パラメータ設定
ファイルへのセーブや他機器での設定ファイルのロード、SENCOM SA のアドレスサーチ、
Bluetooth paring、パスワードの設定などを行えます。
5.1 節
5.2 節
5.3 節
5.4 節
5.5 節
5.6 節
5.7 節
5.8 節

図5.1

「その他メニュー」画面
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ファイル操作

図5.2

ファイル操作画面 *

*： Oxygen Exchange Cap は DO71、DO72 使用時に、センサの校正値を確認するためのメニューです。
Oxygen Exchange Cap の操作については、
DO 操作編（IM 12A01F05-01JA）の 4.6 節を参照してください。

FLXA402 の前面扉内側に、SD カード装着スロットが付いています。
SD カードを使って以下のことができます。
・ 設定パラメータ情報を変換器内部へセーブ / ロード（本操作は SD カードなしでも可
能）したデータを、SD カードへ読みこみ / 書き出し
・ ログブックデータを書き出し
・ FLXA402 のソフトウェア更新

注記
SD カードは必要に応じてご用意ください。

● SDカードの仕様
容量：
128MB 以上
規格：
SD、SDHC
産業用 SD カード（電源遮断リカバリー機能付）のご使用を推奨します。
弊社部品番号：A1019NL
2 GB、産業用 SD カード
容量：128 MB 以上
規格：SD、SDHC
電源遮断リカバリー機能付き

注： FLXA402 の動作温度、湿度の範囲内で使用できますが、この条件下で長時間の動作を保証するものでは
ありません。

注意
お客様にて SD カードをご用意いただく場合は、SD カードの動作温度を必ずご確認くだ
さい。
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● SDカード使用時の注意点
・ ご使用になる SD カードは、必ず SD Association のツールでフォーマットしてくださ
い。それがされていない SD カードを使用した場合、動作未保証となります。
フォーマッターは以下のリンク先より、[Downloads] タブを選択し、SD Memory
Card Formatter へ進んでダウンロードしてください。
			
https://www.sdcard.org/jp/index.html
（2018 年 10 月現在）
・ SD カードへのアクセス（読みこみ / 書き出し、ソフトウェア更新）中は、電源を切っ
たり SD カードを抜いたりしないでください。
・ フォルダ / ファイル名は拡張子を除いて 12 文字までにしてください（センサ用設定
パラメータファイルは 10 文字）
。ファイル / フォルダ名が、12 文字を超える場合、
先頭の 12 文字のみが表示され区別ができなくなります。
・ 設定を全て書き出し、設定を読みこみ、ソフトウェア更新といった SD カードが必要
な機能において、SD カードが接続されていない場合には、リスト表示は空欄のまま
になります。また、その状態で SD カードを接続してもリスト表示は空欄のままとな
ります。
リスト更新する場合は、前の画面に戻っていただき、再度その機能を選択します。

● ユーザ設定値のセーブ/ロード、書き出し/読みこみ
FLXA402 は現在のユーザ設定値をファイル化し、FLXA402 内部に保存すること（セーブ）
ができ、その後に設定を変更した後に、セーブしたデータに書き戻すこと（ロード）が
できます。
セーブしたユーザ設定値ファイルは SD カードへ書き出しすること（エクスポート）が
できます。書き出したユーザ設定値ファイルは、弊社のメンテナンス用 PC ソフトウェ
ア FieldMate でその内容を確認・編集でき、さらに FLXA402 で読込むこと（インポート）
ができます。
表5.1

機能一覧と概要

メニュー項目
個別設定ロード
設定ロード
設定セーブ
個別設定削除
設定削除
設定を全て書出し
設定を読込み
ログブック書出し
ソフトウェア更新

内容
参照項
個別設定ロード。変換器用、センサ用など個別の設定ファイルを、現在の設
5.1.1
定値としてロードする。
設定ロード。変換器と接続されているセンサを含めたすべての設定 ( 設定セッ 5.1.2
ト ) としてセーブされたものを現在の設定値としてロードする。
設定セーブ。変換器と接続されているセンサを含めたすべての現在の設定 ( 設 5.1.3
定セット ) をセーブする。
個別ファイル削除。設定ファイルを個別に削除する。
5.1.4
設定削除。設定セットごとに削除する。
5.1.5
設定を全て書き出し。全ての設定セット ( 変換器内のすべての設定 ) を SD カー 5.1.6
ドにフォルダを指定してエクスポートする。
設定を読みこみ。SD カードから設定セットを指定して変換器へインポートす 5.1.7
る。
ログブック書き出し。すべてのログブックデータを SD カードにフォルダを指 5.1.8
定してエクスポートする。
ソフトウェア更新。SD カードから更新ソフトウェアを指定してソフトウェア 5.1.9
の更新を行う。

本機能を使うことで、たとえば、現場でご使用になるデータをセーブしておき、事務所
などで設定を変更してテスト、現場で使う前にロードできます。
また複数の FLXA402 や SENCOM SA をお使いの場合、一つの FLXA402/SENCOM SA で必
要な設定をしていただき、その設定をセーブ⇒書出しておき、他の FLXA402/SENCOM SA
で読出し⇒ロードすることで、同じ設定を簡単に反映できます。
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変換器のユーザ設定値を書出して FieldMate で確認・編集したユーザ設定値ファイルを、
複数の変換器に反映するイメージ図が以下になります。

図5.3

ユーザ設定ファイルを使った設定コピー使用イメージ

FLXA402 はユーザ設定値ファイルを 200 個まで保存できます。
ユーザ設定ファイルには、変換器と各センサ用の設定ファイル、またシステム構成（コ
ネクション番号やセンサ種類）を保存するセット構成ファイルがあります。各ファイル
の種類と拡張子は以下になります。
表5.2

ユーザ設定値ファイルの種類と拡張子

ファイル種類
ファイル拡張子
セット構成ファイル
.F00
変換器用設定ファイル
.C00
センサ用設定ファイル PH
.S00
SC
.S01
ISC
.S02
DO
.S03
DO70G、
.S04
DO71、
DO72

設定をセーブすると、設定セットが保存されます。設定セットの中には、セット構成ファ
イルと変換器用設定ファイルが各 1 個、センサ用設定ファイルは接続されたセンサ（最
大 5 本）分のファイルが含まれます。
ユーザ設定値のセーブ / ロード、読出し / 書出しは、設定セット単位で行います（ファイ
ルのロードと削除は個別でも可能です）
。
各リストでは、拡張子は表示されません。
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● リストの表示例
リストの項目をタップして操作を行います。
A

図5.4

B

C

リストの表示例

A： 画面名アイコン（例は「個別設定ロード」
）
B： ファイル名ソートボタン
		 タップする度に昇順と降順が切り替わります。
：名称昇順中
：名称降順中
：時刻でソート中。タップすると名称昇順でソートします。
C： 時刻ソートボタン
		 タップする度に昇順と降順が切り替わります。
：時刻昇順中
：時刻降順中
：名称でソート中。タップすると時刻降順でソートします。
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個別設定ロード

変換器用、センサ用など個別の設定ファイルを現在の設定値としてロードします。
「ファイル操作」画面で [ 個別設定ロード ] を選択すると、ファイル種別選択画面が表示
されます。ここではロードする設定ファイルの種類を選択します。

図5.5

ファイル種別選択画面

個別設定ロードファイル選択画面では、選択した種類の設定ファイル一覧が表示されま
す。

図5.6

個別設定ファイルロード画面例

各項目をタップすると、個別設定ロードダイアログが表示されます。
個別設定ロードダイアログでは個別設定ファイル名欄に、選択したファイル名が表示さ
れています。ここでは設定ファイル名は変更できません。
またセンサ用のダイアログでは、ロードする対象のセンサをコンボボックスから選択し
ます。コンボボックスには、
ロード可能なセンサのコネクション番号が表示されます。ロー
ド可能なセンサがない場合、コンボボックスは非表示となり、
［実行］ボタンも無効にな
ります。

図5.7

		

個別設定（変換器用）例		

個別設定（PH用）例

個別設定ファイル名欄でロードするファイル名を確認し、
［実行］をタップします。ロー
ドが実行され、設定値が変更されます。
変換器用の設定ロードが成功すると、その後ホーム画面へ遷移します。またセンサ用の
設定ロードが成功すると、
「個別設定ロード」画面に戻り、
他の個別設定ロードも可能です。
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設定ロード

変換器と接続されているセンサすべての設定 ( 設定セット ) としてセーブ（保存）された
ものを、現在の設定値としてロードします。
「設定ロード画面」には、既に存在する設定セットの一覧が表示されます。

図5.8

設定ロード画面例

各項目をタップすると、設定ロードダイアログが表示されます。設定ロードダイアログ
では設定セット名欄に、選択した設定セット名が表示されています。ここでは設定セッ
ト名は変更できません。
［実行］をタップすると、設定セット名欄の設定セットがロード
され、設定値が変更されます。
設定ロードが成功すると、その後ホーム画面へ遷移します。

注記
セーブ時に接続されていたセンサが、ロード時に接続されていない場合、警告ダイアロ
グが表示され、ロードできません。
（例）
	センサ 1-1、1-2 が接続された状態でセーブした設定セットを、センサ 1-2 のみが
接続された状態でロードすると、センサ 1-2 への設定は正しくロードできますが、
センサ 1-1 へは設定をロードできないため、警告ダイアログ表示となります。
セーブ時に接続されていなかったセンサへロードする場合には、そのセンサに対
して個別設定ロード機能をお使いください。
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設定セーブ

変換器と接続されているセンサすべての現在の設定 ( 設定セット ) をセーブ
（保存）
します。
「設定セーブ」画面には、設定セットリストが表示され、既に存在する設定セットの一覧、
および [New name] 項目が表示されます。

図5.9

設定セーブ画面例

各項目をタップすると、設定セーブダイアログが表示されます。
設定セーブダイアログでは設定セット名欄に選択した設定セット名が表示されています。
[New name] 項目を選択した場合は設定セット名欄は空欄で、
［実行］は無効になってい
ます。1 文字以上入力すると［実行］が有効になります。
［実行］をタップすると、設定セット名欄の設定セット名でセーブが実行されます。
設定セット名欄で指定した設定セット名と、同名の設定セットが存在する場合、上書き
を確認するメッセージが表示されます。上書きをするかセーブ（保存）をキャンセルす
るかを選択してください。上書きセーブの場合、同名の設定セットは全てを消去してセー
ブされます。
セーブ実行時、変換器が保持しているユーザ設定値ファイルの最大数に達していた場合、
その旨メッセージが表示され、セーブはできません。

IM 12A01F01-03JA

6th Edition : 2022.11.25-00

＜ 5.（変換器）その他メニュー＞

5.1.4

5-9

個別設定削除

変換器に保存されているユーザ設定値ファイルについて、変換器用、センサ用など、個
別の設定ファイルを削除します。セット構成ファイルは個別削除はできません。
「ファイル操作」画面で [ 個別設定削除 ] を選択すると、ファイル種別選択画面が表示さ
れます。ここでは削除する設定ファイルの種類を選択します。

図5.10

ファイル種別選択画面

削除ファイル選択画面が表示され、削除できるファイルの一覧が表示されます。

図5.11

個別設定削除画面例

ファイルを選択すると、設定削除ダイアログが表示されます。
個別設定ファイル名欄で削除するファイル名を確認し、
［実行］をタップします。削除が
実行されます。

注記
設定セットに属するファイルが [ 個別設定削除 ] された場合、設定セットのファイル情報
からは削除されません。
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設定削除

変換器に保存されているユーザ設定値ファイルについて、設定セット単位で削除します。
「設定削除」画面には、削除できる設定セットの一覧が表示されます。

図5.12

設定削除画面例

設定セットを選択すると、設定削除ダイアログが表示されます。
設定セット名欄で設定セット名を確認し、
［実行 ] をタップします。削除が実行ます。
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設定を全て書き出し

変換器に保存されているすべての設定セットを、SD カードにフォルダを指定してエクス
ポート（書き出し）します。
「設定を全て書き出し」画面には、フォルダリストが表示され、SD カードのルートフォ
ルダに既に存在するフォルダの一覧および [New name] 項目が表示されます。

図5.13

設定を全て書き出し画面例

各項目をタップすると、エクスポートダイアログが表示されます。
エクスポートダイアログでは Folder name 欄に選択したフォルダ名が表示されています。
[New name] 項目を選択した場合は Folder name 欄は空欄で、
［実行］は無効になってい
ます。1 文字以上入力すると［実行］が有効になります。
［実行］をタップすると、Folder name 欄のフォルダの下に、ない場合は Folder name 名
でフォルダが作成されそのフォルダの下に、全ての設定関連ファイルのエクスポート（書
き出し）が実行されます。
Folder name 欄で指定したフォルダの中に、同名のファイルが存在する場合、上書きを確
認するメッセージが表示されます。上書きをするかエクスポート（書き出し）をキャン
セルするかを選択してください。
SD カードの容量がオーバーしている、SD カードが挿入されていない、SD カードのフォー
マット異常が原因で保存できないなどの場合、
「失敗しました。
」のメッセージが表示さ
れます。
［OK］をタップすると、
「設定を全て書き出し」画面に戻ります。
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設定を読みこみ
SD カードから設定セットを指定して、変換器へ読みこみ（インポート）します。

注記
インポートだけでは設定値には反映されません。反映にするには [ 設定ロード ]（5.1.2 項）
してください。
「設定を読みこみ」画面には、フォルダと設定セットの一覧が表示されます。

図5.14

設定を読みこみ画面例

フォルダの項目をタップすると、フォルダを移動して、移動先のフォルダと設定セット
の一覧が表示されます。
インポートする設定セットを選択すると、設定を読みこみダイアログが表示されます。
ここでは設定セット名は変更できません。設定セット名を確認し、
［実行］をタップする
と設定セットのインポートを実行します。
既に変換器内に同名のファイルが存在する場合、上書きを確認するメッセージが表示さ
れます。上書きをするかインポート（読みこみ）をキャンセルするかを選択してください。
インポート実行時、変換器が保持しているユーザ設定値ファイルの最大数に達していた
場合、その旨メッセージが表示され、インポートはできません。
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ログブック書き出し
ログブックのデータをファイル化し、SD カードへエクスポート（書き出す）ことができ
ます。書き出したファイルの内容は、弊社の PC ツールである FieldMate で確認できます。

図5.15

ログブック書き出し画面

「ログブック書き出し」画面では、遷移時 File name は空欄で表示され、保存するファイ
ル名を入力します。1 文字以上入力すると［実行］ボタンが有効になり、
［実行］をタッ
プすると、指定したファイル名（拡張子は .L00）でログブックデータが書き出されます。

注意
ログブックデータの書き出しには約 30 秒かかります。書き出し中に SD カードを抜いたり、
電源を切ったりしないでください。
保存先は "LogFolder" という名称のフォルダになります。保存先は変更できません。SD カー
ドの直下に本名称のフォルダがあれば、そのフォルダ内に書き出されます。"LogFolder"
という名称のフォルダがない場合、自動的にフォルダが生成されます。
"LogFolder" に同名のファイルが存在する場合、上書きを確認するメッセージが表示され
ます。上書きをするか保存（書き出し）をキャンセルするかを選択してください。
SD カードの容量がオーバーしている、SD カードが挿入されていない、SD カードのフォー
マット異常が原因で保存できないなどの場合、
「失敗しました。
」のメッセージが表示さ
れます。
［OK］をタップすると、
「ファイル操作」画面に戻ります。
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ソフトウェア更新
SD カードから、ソフトウェア更新用のファイルを指定して更新を行います。

注意
SD カードには弊社がご提供するソフトウェア更新用ファイル（FLWXASERIES.F42）をお
使いください。また、ファイル名、拡張子は変更しないでください。
弊社がご提供するソフトウェア更新用 zip ファイルを解凍すると、以下のファイルが展開
されます。
FLEXASERIES.F42、 FLEXASERIES_HOUSING.F50、FLEXASERIES_PH.F50、
FLEXASERIES_SC.F50、FLEXASERIES_ISC.F50、
FLEXASERIES_DO.F50、
FLEXASERIES_ANALOG.F51
すべてのファイルを SD カードの同一フォルダに保存してください。
SD カードの任意の場所に、ソフトウェア更新用ファイルを置きます。その SD カードを
装着後、
「ファイル操作」画面の [ ソフトウェア更新 ] をタップします。
[ ソフトウェア更新 ] 画面には、フォルダとそのフォルダ内にあるソフトウェア更新用ファ
イルリストが表示されます。

図5.16

ソフトウェア更新画面例

フォルダ名には "/" が付き、
選択するとフォルダを移動します。"../" を選択すると、
上のフォ
ルダへ移動します。
ソフトウェア更新用ファイルを置いたフォルダへ移動し、更新に使用するファイルを選
択します。
ソフトウェア更新ダイアログが表示されます。ここではファイル名は変更できません。
File name 欄にファイル名が表示されます。確認し、
［実行］をタップしてください。ソ
フトウェア更新が始まります。ソフトウェア更新中は "Loading..." の画面が表示され、
バッ
クライトがゆるやかに点滅します。

注意
ソフトウェア更新には約 20 ～ 40 分かかり、終わると自動的に再起動されます。更新中
に SD カードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因となります。
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センサアドレス探索
変換器に SENCOM SA を繋いでご使用になる場合に、接続した SENCOM SA の MODBUS
アドレスを探索する機能です。第１センサモジュール、第２センサモジュールごとに行
います。
検出器の校正など、保守・メンテナンスを別の場所で実施したあとに変換器に繋ぐ際、
SENCOM SA の MODBUS アドレスがわからなくなった場合にご使用いただきます。

注記
マルチ接続をする場合、MODBUS アドレス（1~247）が異なる SENCOM SA をお使いく
ださい。同じ MODBUS アドレスの SENCOM SA が複数台接続されていると、正しく使用
できません。MODBUS アドレス設定で 248（無効）を指定している場合は、本機能は仕
様できません。

注記
アナログセンサモジュール、DO70G、DO71、DO72 をお使いの場合、本機能は使用でき
ません。

● センサアドレス探索の手順
図に示した手順は、以下のような状態でアドレス検索をした場合の表示例です。
・ MODBUS アドレス 1、3、4 の SENCOM SA を 3 本接続します。
・ 一方、変換器にはコネクション番号 1-1 にアドレス "1"、1-2 にアドレス "4"、1-3 に
アドレス "12"、1-4 には 248( 無効 ) が設定されている状態です。
(1) センサモジュールを選択します。
例の場合は、第 1 センサモジュールを選択します。

(2) センサアドレス探索の開始画面が表示されます。ここではアドレス探索の開始アド
レスを設定できます。設定、確認の後に、
［Start］をタップすると探索を開始します。
この画面では、
選択されたセンサモジュールについて、
コネクション番号の ch 番号
（ハ
イフン "‐" の右側の数値）と、設定されている MODBUS アドレス（1~247）が表示
されます。
たとえば、コネクション番号 1-2 に設定された MODBUS アドレスは、第 1 センサモ
ジュールの ch2 に表示されます。
MODBUS アドレスが有効（1~247）に設定されているが、
接続されていない場合には、
ch 番号の横に が表示されます。また、MODBUS アドレスが無効（248）に設定さ
れている場合、MODBUS アドレスは "---" が表示されます。
例の場合は、コネクション番号 1-1、1-2 にはそれぞれ MODBUS アドレス１、4 が設定されているので、
既に通信が成立できていることを示しています。またコネクション番号 1-3 には MODBUS アドレス 12
が設定されているものの、MODBUS アドレス 12 の SENCOM SA が検知できない状態にあるため が表
示されています。
アドレス１から探索を開始するために、そのまま［Start］をタップします。

(3) " 探索中 ..." の文字列と、探索中のアドレスが表示されます。
探索中に［取り消し］をタップすると、探索を中断し、センサモジュールを選択す
る最初の画面へ遷移します。
(4) 探索した結果、
該当する MODBUS アドレスが見つかると、
ダイアログが表示されます。
その後も探索を続ける場合は［はい］をタップしてください。MODBUS アドレスの
探索画面に戻り、アドレス探索が再開されます。
［取り消し］をタップすると、探索を中断し、センサモジュールを選択する最初の画
面へ遷移します。
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例の場合は、最初に、既に設定し正しく通信できているアドレス "1" が検知され、探索結果としてダイ
アログが表示され、
［はい］をタップして再度探索をします。
次に、設定されていないアドレス "3" が検知されます。
［はい］をタップして再度探索をします。
次に、既に設定し正しく通信できているアドレス "4" が検知され、探索結果としてダイアログが表示され、
［はい］をタップして再度探索をします。

(5) 全ての有効な MODBUS アドレス
（1~247）
を探索し終えると、
それ以上見つからなかっ
たことを示すダイアログが表示されます。
［OK］をタップすると、センサモジュール
を選択する最初の画面へ遷移します。

例の場合は、コネクション番号 1-3 に、MODUS アドレス設定は 12 が設定されていますが、実際に繋がっ
ていないため、検知されません。
以降、接続されている SENCOM SA が存在しないため、キャンセルせずに 247 まで探索を続けると、こ
れ以上 SENCOM SA が存在しないことから探索終了の画面が表示されます。

(1)

(2)

Start

(3)

取消し
(5)

探索終了

(4)

アドレス検知

はい
OK

取消し

図5.17

センサアドレス探索の手順例
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Bluetoothペアリング
FLXA402 は、保守メンテナンスを目的として、PC などのホスト機器との Bluetooth 通信
ができます。
Bluetooth 通信を行うには、事前にホスト機器（PC やタブレット）との認証のため、ペ
アリングと呼ばれる操作が必要になります。
FLXA402 はペアリングしたホスト機器情報を最大 10 個まで保持でき、それを超えると、
ペアリングされた時刻の最も古い情報から自動削除されます。

● ペアリングの手順
(1) Bluetooth 通信で接続相手となるホスト機器を準備してください。準備ができたら
「Bluetooth ペアリング」画面の［次へ］をタップします。
なお、ホスト機器のペアリング準備方法については、お使いの機器の説明書をご参
照ください。
(2) " 探索中 ..." という文字列が点滅表示されます。ホスト機器の Bluetooth を有効状態
にし、認識された本機器の Bluetooth デバイス名を選択してください。
Bluetooth デバイス名は変換器の変換器詳細画面（3.1 節）で確認でき、また、「4.6.1
MODBUS 設定」で変更可能です。

注記
変換器でこの画面が表示されると、ホスト機器の Bluetooth ペアリング画面で、本機器を
認識できるようになります（工場出荷後 1 回目のみ）
。2 回目以降、他のホスト機器とペ
アリングする際は、ホスト機器は自動で認識します。
(3) ホスト機器で Bluetooth デバイス名が選択されたことを本機器が認識すると、自動的
にペアリング準備完了画面へ遷移します。パスキー（認証キー）が表示されますので、
ホスト機器で表示されているパスキーと同じであることを確認の上、
［ペアリング］
をタップしてください。
［ペアリング］のタップが 60 秒間確認できない場合、もしくは［キャンセル］をタッ
プすると、ペアリングせずに「その他メニュー」画面へ戻ります。
途中で中止するには、バックキー もしくはホームボタン で抜けます。
(1)

図5.18

(2)

(3)

Bluetoothペアリングの手順
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パスワード
パスワード設定を行います。
機器設定や校正などの操作は、それぞれパスワードで保護できます。
パスワードの設定手順は「1.3 パスワード変更」をお読みください。

図5.19

パスワード

初期設定では「設定」
「実行」とも空欄です。パスワード入力欄が空欄の場合、パスワー
ドによる操作保護機能は無効です。
パスワードは、12 文字まで設定することが可能です。スペースだけではパスワードと認
識されません。

注意
パスワード設定した場合は、必ずそのパスワードを控えておいてください。
パスワードが設定されていると、機器設定や校正などの保護されている操作に入る際に
パスワードを聞かれます。
正しいパスワードが確認できないと、
「パスワードが違います！」のメッセージが表示さ
れます。
正しいパスワードを入力すると、オペレータ ID 入力画面になります。
オペレータ ID は操作を行った人を識別するために、ログブックに記録されます。何も入
力しなくても進めます。オペレータ ID は最大 4 文字です。

図5.20

5.5

パスワード確認画面とオペレータID入力画面

日付／時刻
現在の日時設定を行います。
詳細は「1.2 日時設定」を参照してください。

図5.21

日付／時刻
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LCD調整
LCD タッチパネルのタッチ位置や輝度の調整を行います。

図5.22

LCD調整

■ タッチパネル
タッチパネルの経年変化により、数年経過するとタッチ位置がずれてくる可能性があり
ます。その場合、本項目で調整を行います。
メイン画面、ホーム画面、モニタ画面を表示しているとき、
「LCD 調整」画面へは、通信
（MODBUS/HART）からも遷移することが可能です。

● 調整の手順
(1) 「"+" にタッチしてください」と表示されますので、タッチポイント "+" をタッチし
ます。しばらく触れたままにしてください。
(2) ほどなくして、
「指を離してください」と表示されますので、タッチポイント "+" か
ら離します。
(3) タッチポイント "+" の位置が 2 点目に変わって表示されます。(1)(2) と同操作をする
と 3 点目、4 点目へと進みます。
(4) 4 点目の調整が終わると、確認画面が表示されます。画面にタッチすると、タッチし
た位置が、
タッチした座標位置として表示されます。タッチ位置を確認してください。
(5) 確認が済み、確認画面から抜けるには、画面に 3 秒間触れてください。
(6) 「LCD 調整」画面に戻ります。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

図5.23

LCD調整の手順

■ 輝度
バックライトの [ 輝度 ] を調整します。以下から選択してください。初期値は "50%" で、
パー
センテージが高いほど明るくなります。
輝度：10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%
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スクリプト
スクリプト用ファイルの実行、停止、削除を行います。

注記
現在はスクリプトは使えません。

5.8

サービスモード
［サービスモード］に関して、お客様が設定することはありません。

注意
[ サービスモード ] は、サービス技術者のみが行うものでパスワード保護されています。
不正にデータを変更しようとすると、機器設定が改変され機器の性能が損なわれること
があります。
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保守、トラブルシューティング
保守

■ FLXA402の保守
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、また適切にタッチパネルの操作
が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。
前面カバー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 には、
時計を使用するログブック機能があります。機器には、
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。

■ 検出器の保守
検出器の保守については、各検出器の取扱説明書に従ってください。

● 予知保全
FLXA402 には、独自の予知機能（健康診断）があります。
検出器健康診断に関する設定をしておくことで、詳細画面でのゲージ表示にて、検出器
の状態を把握し、予知保全できます。
「検出器診断設定」に関しては、下記取扱説明書を参照してください。
名称
pH/ORP 操作編
SC 操作編
ISC 操作編
DO 操作編

取扱説明書
IM 12A01F02-01JA
IM 12A01F03-01JA
IM 12A01F04-01JA
IM 12A01F05-01JA

注意
SENCOM SA をご使用の場合は、以下に記載する内容に留意してください。
SENCOM SA の検出器を取り外すと、FLXA402 が接続断と判定するまでの 5 秒間、測定値
がホールドされます。
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トラブルシューティング
トラブル発生時に当社営業やサービスへご連絡いただくときには、機器に貼付されてい
る銘板上のモジュール管理番号とともに、詳細画面（
「3.1 詳細画面」
）に表示されるモ
ジュールや本体のソフトウェアレビジョンやその他の表示情報も併せてお知らせくださ
い。

6.2.1

エラー表示

変換器や検出器のエラーを検知した場合に、ホーム画面、メイン画面に診断情報が表示
されます。
NE107 アラーム設定が「On」の場合（出荷時は On）
、エラー検知時に NE107 の 4 分類
、 、 、 （センサエラーは 、 、 、 ）が点灯します。
（NE107 アラーム設定を）
「Off」に設定すると、故障と警告を示す 、 が点滅します。
この診断情報をタップするとエラー項目が表示され、エラー項目をタップすると対応方
法の例が表示されます。
エラー項目の設定については、
「エラー設定」で分類を変更できます。
「4.7 エ ラ ー 設 定 」
をご参照ください。ここで設定した項目別にエラー状態が表示されます。また、
「エラー
設定」で設定する項目以外にも表示されるエラーはあります。
エラーについては「4.7 エラー設定」をご参照ください。
エラー一覧は技術資料「MODBUS 通信」
（TI 12A01F01-62JA）に記載されています。

6.2.2

ヒューズ交換
FLXA402 はヒューズで内部保護されています。
ヒューズ交換は必ず電源を切って、配線を外し、シールドカバーを外して行います。
ヒューズの場所は、
設置要領（IM 12A01F01-02JA）の「各部の名称」を参照してください。
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。

6.2.3

取付金具、日除けフードの追加購入について
設 置 場 所 の 変 更 な ど に よ り、 製 品 購 入 後 に 部 品 が 必 要 に な っ た 場 合 は 仕 様 書（GS
12A01F01-01JA）または設置要領（IM 12A01F01-02JA）の「その他部品」をご覧ください。
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