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◆ はじめに
この度は FLXA

TM

402T　濁度 / 残塩用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。
FLXA402T　濁度 / 残塩用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
FC800D　無試薬形遊離塩素計 GS 12F05B10-01JA 電子マニュアル
RC800D　残留塩素計 GS 12F04B10-01JA 電子マニュアル
TB800D　高感度透過散乱形濁度計 GS 12E01B10-01JA 電子マニュアル
TB810D　透過散乱形濁度計 GS 12E01B20-01JA 電子マニュアル
TB830D　表面散乱形濁度計 GS 12E04B40-01JA 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

FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計
スタートアップ＆安全マニュアル IM 12A01G01-01JA 製品添付（紙マニュアル）

FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　設置要領 IM 12A01G01-02JA 電子マニュアル
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　変換器操作編 IM 12A01G01-03JA 電子マニュアル
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　pH 操作編 IM 12A01G02-01JA 電子マニュアル（本書）
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　SC 操作編 IM 12A01G03-01JA 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
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　MODBUS 通信 TI 12A01G01-62JA 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/flxa402t/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 12A01G02-01JA 3rd Edition : Apr. 2023 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Electric Corporation

http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa402t/download/


IM 12A01G02-01JA

ii

3rd Edition : 2023.04.26-00

■ 本書の構成について
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計は、お客様の仕様により、無試薬形遊離塩素計変換器

（FC）、残留塩素計変換器（RC）、（高感度）透過散乱形 / 表面散乱形濁度計変換器（TB）、
pH 変換器、導電率変換器 (SC) としてお使いいただけます。
本書では、pH 変換器としての操作（機器設定、校正）などについて記述しています。
変換器に共通な部分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 SENCOM SA残塩 SENCOM SA濁度 pH 導電率(SC)
概要、設置、配線 IM 12A01G01-02JA
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 12A01G01-03JA

センサ操作
（機器設定、校正）

IM 12F04B10-02JA 
(RC800D)
IM 12F05B10-02JA 
(FC800D)

IM 12E01B10-02JA 
(TB800D)
IM 12E01B20-02JA 
(TB810D)
IM 12E04B40-
02JA(TB830D)

IM 12A01G02-01JA
（本書） IM 12A01G03-01JA

■ 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、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 "-CL(SENCOM SA

残塩 )" または "-TB(SENCOM SA 濁度 )"
アナログセンサ ( モジュール )： 第 2 入力の "-P1、-C1" 選択時に接続可能な検出器。PH8E □ P、

PH4 □、SC4AJ、SC8SG、SC210G 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。

■ 商標
FLEXA、FLXA、SENCOM 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. 検出器メニューの概要
メイン画面の検出器メニューボタン をタップすると表示されます。
ここからセンサ詳細画面を表示できます。
また検出器メニューでは、検出器の校正、機器設定画面へ遷移してセンサの設定などを
行います。
これらの操作はパスワードで保護することができます（変換器操作編（IM 12A01G01-
03JA）の 5.4 節参照）。

図1.1 検出器メニュー

■ 詳細画面
検出器メニューの詳細画面（ ）をタップすると表示されます。
詳細は 2.1 節をお読みください。

 
図1.2 センサ詳細画面の例

センサ詳細画面では、検出器の状態が表示されます。
で画面を切り替えることで、検出器使用状態、検出器保守情報、PH モジュール情報

画面やログブック画面へ遷移できます。

■ 校正
ホーム画面、メイン画面の校正ボタン 、または検出器メニューの校正（ ）をタップす
ると表示されます。

  
図1.3 pH校正画面の例

検出器の校正については 4 章をお読みください。
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■ 診断リセット
検出器メニューの診断リセット（ ）をタップすると表示されます。
詳細は 2.3 節をお読みください。

■ 初期化
検出器メニューの初期化（ ）をタップすると表示されます。
詳細は 2.4 節をお読みください。

■ 機器設定
変換器メニューもしくは検出器メニューの機器設定（ ）をタップすると表示されます。
電流出力や画面設定などの変換器の設定は変換器メニュー、その中でも校正設定などの
センサについての設定は検出器メニューから、設定を行います。

 
図1.4 機器設定画面　変更前と変更後の例

設定を変更するとそのパラメータの色が変わります。反映するにはセーブボタン をタッ
プして上書き保存します。

機器設定については 3 章をお読みください。
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2. センサの操作
メイン画面の検出器メニュー ボタンをタップすると、「検出器メニュー」画面が表示さ
れます。
検出器メニューでは、センサの詳細情報の確認、検出器の校正、センサの機器設定など
を行います。

2.1 2.2 2.3

2.52.4

図2.1 検出器メニュー画面
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2.1 詳細画面
検出器メニューで詳細画面（ ）をタップすると、図 2.2 のような画面推移でセンサの細
部情報（設定、検出器診断、校正、モジュール管理番号などの機器情報などの機器情報）
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。

*1
*2

*1： 実施した校正やセンサ設定によっては "----" 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2.2 センサ詳細表示
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■ センサ詳細

● 起電力
検出器の測定起電力を表します。

● Impedance 1
pH 計のガラス膜抵抗を意味します。インピーダンスチェックを行い、ガラス電極の破損
の有無を検知します。
Impedance 設定にて、インピーダンスを「高」と設定している場合には、Impedance 1
の測定値が 100k Ω以上の場合「M Ω RANGE」と表示し、100k Ωより小さい場合は「BAD」
と表示します。インピーダンスを「低」と設定している場合には、測定したインピーダ
ンス値を表示します。
Impedance 測定 (A) を「無効」に設定している場合は、バー表示「－－－－」となります。

● Impedance 2
比較電極液絡部のインピーダンス意味します。液絡部は比較電極と測定電極との間に電
解接触を形成する部分で、常に清浄に保たれ、KCl で充填されている必要があります。
液絡部が詰まったりすると、測定が不安定になり、ドリフトや測定誤差の原因となります。
インピーダンスチェックは、Impedance 設定にて、インピーダンスを「高」と設定して
いる場合には、Impedance 2 の測定値が 100k Ω以上の場合「M Ω RANGE」と表示し、
100k Ωより小さい場合は「BAD」と表示します。インピーダンスを「低」と設定してい 
る場合には、測定したインピーダンス値を表示します。
Impedance 測定 (A) を「無効」に設定している場合は、バー表示「－－－－」となります。
詳細は、3.4.1 項を参照してください。

● ゼロ
検出器の不斉電位（mV）。pH7 の標準液では、理論上、検出器の起電力は 0mV となります。
ゼロ値から検出器の状態を知ることができます。また検出器のゼロドリフトの傾向から
検出器の寿命が予測されます。
ゼロ値を pH 単位で表示させることもできます。その場合、検出器出力が 25℃で 0mV と
なるときの pH 値が示されます。
ゼロ点の直接入力は、検出器メニューから［機器設定］へ遷移し、「校正設定」→「ゼロ
/ スロープ /ITP」分類に " ゼロ " がありますので、そこで行います。詳細は、3.3.1 項を参
照してください。

● スロープ
検出器の感度。検出器の起電力特性の理論値の % で表されます。起電力特性の理論値（ス
ロープ 100%）はネルンストの式に従って 59.16mV/pH（25℃時）です。スロープは、2
種類の pH の液を使用した２点校正でのみ校正することができます。スロープが低い場合
は、検出器の汚れや不良が考えられます。
スロープは、ユーザ設定により 25℃における mV/pH 値として表示させることもできます。
スロープの直接入力は、検出器メニューから［機器設定］へ遷移し、「校正設定」→「ゼ
ロ / スロープ /ITP」分類に " スロープ " がありますので、そこで行います。詳細は、3.3.1
項を参照してください。
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pH14pH0

pH7, 0mV

+mV

-mV

理論値

実測値(スロープは傾きを示す)

ゼロ値

図2.3 ゼロ/スロープ

● ITP
ITP（等温交点）とは電極の起電力が温度によって変化しない pH 値です。

■ 検出器診断
検出器診断ではモジュールの健康度を表示します。各ゲージに■が多いほどそのパラメー
タが健康であることを示します。
検出器診断設定が「有効」なパラメータのみゲージが表示され、「無効」な場合にはバー
表示「－－－－」となります。
なお Impedance による診断は「有効」になっていても、Impedance 測定 (A) が「無効」
に設定されていると、バー表示「－－－－」となります。
検出器診断設定は検出器メニューから［機器設定］→［検出器診断設定］で設定します。
詳細は、3.4 項を参照してください。

［診断リセット］で検出器診断データのリセットが可能です。
検出器または電極を交換した場合、検出器診断データをリセットしてください。
診断リセットは、「検出器メニュー」の診断リセット（ ）（2.3 節）と同じ機能です。

■ 検出器使用状態
検出器の使用状態を表示します。

● 到達最高温度
測定した温度の最高値です。最高温度を測定すると、自動的に更新されます。

● 高/低pH合計時間
測定した pH 値が、高 / 低 pH 値を超えた / 下回った合計時間です。
最大で 10 年（87600 時間）までカウント可能で、超えた場合には更新しません。高 / 低
pH 値は、検出器メニューから［機器設定］→［検出器診断設定］の「検出器 状態設定」
で設定します。
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■ 検出器保守情報

● 最終校正日時
最後に校正が実施された日。センサ詳細の［ゼロ］の表示値は最終校正日の日時です。
センサ詳細の［スロープ］の表示値は、必ずしも最終校正日のものとは限らず、最終校
正が 2 点校正で実施された場合に限り、［スロープ］の表示値は最終校正日の日時となり
ます。

● 次回校正日時
校正の次回実施予定日です。ユーザの設定する校正周期によって決まります。校正周期
の設定は、検出器メニューから [ 校正設定 ] →「その他校正設定」分類に " 校正周期 " が
ありますので、そこで行います。詳細は、3.3.2 項を参照してください。

● 予測メンテナンス時期
正確な測定のためにメンテナンスが推奨される時期を予測する機能です。24 時間毎に
Impedance 2( 比較電極抵抗 ) をモニタリングします。
それにより、Impedance 2 の値が Impedance 2 警報上下限値を超える時期を推定し、予
測メンテナンス時期として表示します。「予測メンテナンス時期（ステータス）」の形式
で表示します。
予測メンテナンス時期は、図 2.4 に示すように、最小二乗法で得られた直線を外挿し、上
限または下限値と交わった点から算出されます。

日数

Impedance 2測定値

値
下限値

上限値

現在日 予測メンテ
ナンス時期

図2.4 予測メンテナンス時期

また、ステータスは予定日の確実性を表します。相関係数 R から判定します。予測メン
テナンス時期とステータスの表示パターンの一覧を表 2.1 および表 2.2 にそれぞれ示しま
す。
表2.1 「予測メンテナンス時期」の表示パターン

予定日 - - 0-1 カ月 1-3 カ月 3-6 カ月 6-12 カ月 1 年を超える
「- -」は、データがないため予測できないことを示します。

表2.2 「ステータス」の表示パターン
ステータス表示 (- - - - -) ( 良くない ) ( 妥当 ) ( 良い )

判断基準 (R < 0.50) (0.50≤ R < 0.70) (0.70 ≤ R < 0.85) (0.85 ≤ R ≤ 1.00)
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● 予測検出器電極交換時期
予測される、検出器の交換が必要とされる時期です。校正時における pH ゼロ、pH スロー
プ、校正後 Impedance 2 から予測します。電極交換予定日は、保存されたそれらの校正
時パラメータから演算され、「予測交換時期（ステータス）」の形式で表示されます。
予測交換時期とステータスの演算方法と表示パターンについては、予測メンテナンス時
期の場合と同じですので、予測メンテナンス時期の説明を参照してください。ただし、
予測交換時期の場合、予測に用いるパラメータが 3 つ（pH ゼロ、pH スロープ、校正後
Impedance 2）ありますので、最小二乗法によって得られる直線の外挿の結果から予測時
期が最短となるものが、予測交換時期として採用されます。予測交換時期を参考に検出
器電極の準備をしてください。

■ PHモジュール
実装されているアナログセンサモジュールの内部計器番号、Hardware Rev.、Software 
Rev. が確認できます。

■ 変換器ログ、検出器ログ
変換器メニューの詳細画面で表示される内容と同じです。
変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 3.1 節を参照してください。

2.2 校正
検出器メニューで校正（ ）をタップすると、検出器の校正選択画面へ遷移します。
校正の詳細については、4 章を参照してください。

図2.5 校正選択画面（PH）への遷移

実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、校正選択画面を表示します。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。
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2.3 診断リセット
検出器メニューで診断リセット をタップすると、リセット確認ダイアログが表示され
ます。「はい」を選択すると検出器の診断がリセットされ、「いいえ」を選択すると検出
器の診断はリセットされません。選択後、リセット確認ダイアログから検出器メニュー
画面へ戻ります。

図2.6 リセット確認ダイアログへの遷移

実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、リセット確認ダイアログが表示されます。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。

2.4 初期化
検出器メニューで初期化（ ）をタップすると、センサの初期化用ファイルの個別ロー
ド画面へ遷移します。ここでは、アナログセンサモジュールのパラメータ初期化を行い
ます。
洗浄中は、文字列がグレーで表示され、押してもセンサ初期化画面に遷移しません。

図2.7 センサ初期化画面（PH）

個別設定ファイル名には、接続されているセンサ種類を自動認識し、ロードする既定の
センサ設定ファイルのファイル名が表示されます。ファイル名は変更できません。
実行ボタンをタップすると、ロードが実行され、終了すると検出器メニュー画面へ戻り
ます。

設定パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、センサ初期化画面が表示されます。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。
センサ初期化画面に入ると保守接点が ON になり、それ以外の接点出力は状態が保持さ
れます。自動ホールド機能が有効な場合には電流出力が HOLD されます。
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2.5 機器設定
検出器メニューで機器設定（ ）をタップすると、センサ設定画面へ遷移します。
洗浄中は、文字列がグレーで表示され、押してもセンサ設定画面に遷移しません。

センサ設定の詳細については、3 章を参照してください。

図2.8 センサ設定画面への遷移

設定パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、センサ設定画面が表示されます。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。
センサ設定画面に入ると保守接点が ON になり、それ以外の接点出力は状態が保持され
ます。自動ホールド機能が有効な場合には電流出力が HOLD されます。
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3. 機器設定（検出器設定）
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/flxa402t/download/

センサへの設定を行います。
メイン画面の検出器メニューボタンを押すと、検出器メニューが表示されます。機器設
定ボタンを押すと「検出器設定」画面が表示され設定の確認・変更を行います。「検出器
設定」画面に入ると保守接点が ON になり、それ以外の接点出力は状態が保持されます。
自動ホールド機能が有効な場合には電流出力が HOLD されます。

図3.1 「検出器設定」画面への遷移

機器設定画面の設定の確認・変更方法については、変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 3.5
節をご参照ください。
検出器設定の項目名には (A)、(S) のついたパラメータが存在し、(A) はアナログセンサモ
ジュール専用、(S) は SENCOM SA 専用のパラメータであることを意味します。お使いの
センサに該当しないパラメータは設定できません。

検出器設定をして保存すると実行中ダイアログが表示されます。設定に成功すると設定
画面に戻り、失敗すると失敗ダイアログが表示されます。

http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa402t/download/
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3.1 検出器 機器設定
FLXA402T に接続する検出器の設定を行います。

3.1.1 温度設定

■ 温度素子(A)
温度補償用の温度検出器を「Pt1000」、「Pt100」、「3kBalco」、「8k55」、「PTC10k」、「6k8」、「500
Ω」から選択します。実際に接続されている温度検出器と同じものを選択してください。

3.1.2 その他

■ センサアドレス(S)
変更しないでください。

3.2 測定パラメータ設定
測定に関する各種パラメータの設定をします。測定パラメータ設定に基づいて測定が行
われます。

3.2.1 温度設定

■ 単位
温度単位を表示します。ここでは設定変更はできません。
設定は変換器メニューから「機器設定」->[ 上位機能設定 ]->[ その他設定 ] で行います。

3.2.2 温度補償

■ 補償
pH 検出器の起電力の温度特性を補償する、温度補償機能について設定します。

「自動」と「手動」と「外部入力」の 3 種類の方法があります。温度測定機能付検出器を
使用する場合には、「自動」を選択し、入力した手動温度を使用する場合は「手動」を選択し、
変換器への電流入力を使用する場合は「外部入力」を選択します。
電流入力を使用するには、変換器メニューから「機器設定」->[ 電流入力設定 (Ad)]->[ 用
途 ] で「温度」を選択し、お使いの外部入力機器の仕様に合わせた設定を行ってからご使
用ください。

注記
温度補償での補償種類として「手動」を選択した場合は、必ず [ ユーザ設定温度 ] にプロ
セス温度を入力してください。その際、メイン画面（ホーム画面）に表示される温度は、
入力した温度値となります。

■ ユーザ設定温度
温度補償での補償種類として「手動」を選択した場合は、必ずプロセス温度を入力して
ください。
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■ 基準温度
測定液の pH ー温度特性を基準温度換算するときの基準温度を設定します。通常は 25℃
を使用し、この値が初期値として設定されています。

注記
ここでの設定は補償方法が「TC」の場合に使われます。

3.2.3 pH

■ 補償方法(pH)
PH 値の基準温度換算に使用する、補償の方法を選択します。「なし」のときは基準温度
換算を行いません。
基準温度換算は「なし」、「TC」の中から選択します。

■ 温度係数

● 温度係数（TC　pH）
基準温度換算に使用する直線式の温度係数です。温度係数（TC）を直接設定することが
できます。試料溶液の温度係数が手分析などで既知の場合、ここで入力します。TC は温
度 1℃あたりの pH ドリフト分（Δ PH/ Δ T）として設定し、設定範囲は－ 0.1 ～ 0.1pH/℃
です。基準温度設定と組み合わせて、化学溶液に適用できる温度換算式が得られます。

3.2.4 測定エラー上下限値の設定
検出器のエラーは「機器故障」「機器ステータス」「測定エラー」「検出器ステータス」に
分類され、その中の「測定エラー」にあるメイン測定値について上下限値を設定します。
エラーについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 4.8 節をご参照ください。

パラメータ名 対象のエラー 設定範囲 初期値
温度エラー上限値 温度が高すぎる -30.0~140.0[℃ ] 140.0[℃ ]
温度エラー下限値 温度が低すぎる -30.0~140.0[℃ ] -30.0[℃ ]
pH エラー上限値 pH が高すぎる -2.0~16.0[pH] 16.00[pH]
pH エラー下限値 pH が低すぎる -2.0~16.0[pH] -2.00[pH]
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3.3 校正設定
校正に関する設定を行います。

3.3.1 校正設定pH
測定対象の組み合わせにより、画面展開の様式が異なります。
pH 計の校正パラメータには、スロープ（感度）、ゼロ（不斉電位）、ITP（等温交点）があ
ります。図 3.2 は、電極の起電力と pH の関係を示したものです。pH 測定の起電力特性は、
不斉電位（mV）またはゼロ（pH）ともいわれるオフセットとスロープ（%、mV/pH）で
表されます。スロープの理論値は、25℃で 59.16mV/pH です。スロープは「mV/pH」ま
たは「%」（理論値の 59.16mV/pH を 100% とする）の単位で設定することができます。
ITP（等温交点）とは電極の起電力が温度によって変化しない pH 値です。スロープおよ
びゼロは 25℃を基準とした値です。

ΔpH

ΔmV

0 mV 0 °C
10 °C
25 °C

mV

500

0

- 200
14

pHITP
0 7

ITP（等温交点）
不斉電位

ゼロ
図3.2 校正パラメータ

■ 単位

● ゼロ/スロープ単位
校正パラメータの単位を変更します。
ゼロ（不斉電位）の単位方法は、IEC 60746-2 機器の DIN 基準に準拠しています。ゼロの
単位は、「mV」または「pH」です。
スロープ（感度）の単位は、「mV/pH」または「%」（59.16 mV/pH を 100% とする）です。

■ 上下限値/周期

● ゼロ　上/下限値
ゼロ値（不斉電位）の上下限値設定を行います。校正時、ゼロが設定された上下限値内
にあるかどうかチェックされます。上下限の幅を小さくすると、不適切な校正操作や不
良検出器での校正が阻止され、校正の精度が高くなります。アプリケーションや使用基
準に合わせて初期値を変更してください。

● スロープ　上/下限値
スロープ値（感度）の上下限値設定を行います。校正時、スロープが設定された上下限
値内にあるかどうかチェックされます。上下限の幅を小さくすると、不適切な校正操作
や不良検出器での校正が阻止され、精度が高くなります。アプリケーションや使用基準
に合わせて初期値を変更してください。
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■ 標準液

● 標準液の選択
校正に使用する標準液の種類を選択します。「NIST(IEC,ISO)」、「DIN(DE)」、「US」から選択
します。NIST（IEC,ISO, JIS 相当）標準液での校正をお勧めします。標準液については付録
も参照してください。

■ ゼロ/スロープ/ITP

● ゼロ、スロープ、ITP
ゼロ（不斉電位）、スロープ（感度）、ITP の値をここで直接入力することができます。

注記
これらの値は校正を実施することで自動的に書き換わるため、通常は直接入力する必要
はありません。特殊電極を使用する場合やプロセス環境での校正が不可能である場合に
直接手入力を行います。

3.3.2 その他校正設定
校正時の安定チェックに使用するパラメータ ( 安定幅および安定時間 ) と、センサ詳細画
面に表示される次回日時の更新に使用する校正周期を設定します。

● 安定幅(pH)
測定値の安定性チェック範囲を設定します。安定時間の間、測定値の変動がこの設定値
以内であれば安定になったと判断します。

● 安定時間
校正中、測定値の安定性は常時モニタリングされています。ここで設定した安定時間の間、
測定値の変動が、安定幅で設定した値以内であれば安定とみなされます。測定値が 10 分
以内に安定しない場合、校正は中断されます。

● 校正周期
校正の次回実施予定日までの間隔を設定します。ここで設定した期間が過ぎると、エラー
設定の［校正時間超過］の設定に従い通知されます。
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3.3.3 校正設定　温度

● 温度オフセット
温度オフセットの値をここで直接入力することができます。
ここで入力する温度オフセットは次式により算出します。
 新温度オフセット＝真値－ ( 温度表示値－現温度オフセット )
 ・真値は他の機器などから確認してください。
 ・温度表示値は FLXA402T の測定状態で表示される温度です。
 ・現温度オフセットは温度オフセットの設定画面で確認できます。

注記
校正によって温度オフセットを更新する場合には、本機能により温度オフセットを直接
入力する必要はありません。
校正の実施が不可能な場合に直接入力する機能です。

3.4 検出器診断設定
センサ詳細画面で表示される、検出器診断に関連する設定を行います。

［検出器診断設定］で、「有効」としたパラメータのみ、ゲージが表示されます。「無効」
としたパラメータは、バー表示となります。

図3.3 検出器診断

設定パラメータとして、[Impedance 設定 ]、［Impedance 1］、［Impedance 2］、［使用時
間設定］があります。

3.4.1 Impedance設定
検出器のインピーダンスチェックに関わる診断の設定をします。
センサ詳細画面の診断画面におよび Impedance のエラーに影響します。

■ [Impedance測定(A)]
アナログセンサモジュールをお使いの場合に、Impedance 測定の「有効」/「無効」の設
定を行います。
この設定は、センサ詳細画面での Impecande 表示、検出器診断画面での診断ゲージ表示、
Impedance エラーに関連します。「有効」にすることで、pH 検出器のインピーダンス測
定を実施し、チェックとモニタリングが可能になります。「無効」に設定すると、インピー
ダンス測定を実施しません。センサ詳細画面および検出器診断の Impedance 項目はバー
表示「－－－－」になります。
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■ Impedance 1, Impedance2 の設定

● Impedance 1, 2（高、低）
・ 設定値が「高」の場合
 センサ詳細画面の Impedance 1 の測定値が 100k Ω以上の場合に「M Ω RANGE」と

表示し、100k Ωより小さい場合は「BAD」と表示します。
 検出器診断画面と Impedance エラーでは、最悪値の 100k Ωと［最良値限度］の設

定値で診断基準が決まります。
・ 設定値が「低」の場合
 センサ詳細画面では、測定したインピーダンス値を表示します。
 検出器診断画面と Impedance エラーでは、上限値 / 下限値の設定が診断基準となり

ます。

● 上限値、下限値、最良値限度
Impedande １,2 の高 / 低設定に応じて使用する、診断基準値を変更することができます。

● Impedance 1,2（有効/無効）
検出器診断画面に Impedance １および Impedance2 を表示させるかどうかを、個別に設
定することができます。

「設定に関する注意点]
Impedance 1 は pH ガラス膜抵抗、Impedance2 は比較電極の液絡部の抵抗を測定します。
インピーダンスは、液アース極を持つ検出器のみで測定可能です。液アース極とは、ガ
ラス電極と比較電極以外で測定液に接して液の電位を測定回路に伝える金属電極を指し
ます。液アース極がない検出器を使用する場合には、Impedance 測定 (A) を無効に設定
してください。
 液アース極を持つ検出器の例  PH8EFP, PH8ERP　など
 液アース極のない検出器の例  PH4P, PH4PT, PH4C、PH4CT, PH4F　など

導電率が極端に低い水で pH を測定している場合には、測定液自体のインピーダンスが
高いため、FLXA402T の変換器設定の「エラー設定画面」で、「Impedance2 が高すぎる」
の設定を「Off」にしてください。

[Impedance	1とImpedance２のエラーについて]
診断の有無や診断基準などは本項目で設定可能ですが、Impedance エラーを発報するか
どうかは、変換器設定で設定します。変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）を参照して設
定してください。

3.4.2 使用時間設定
検出器診断画面での使用時間の有効 / 無効を設定します。無効の場合はバー表示となりま
す。使用時間リミット値は、使用時間設定が有効の場合の診断ゲージの基準値です。
変換器の稼働時間が増えるにつれ■が減り、使用リミット値に達するとゼロになります。
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3.4.3 検出器　状態設定
詳細画面で表示される、検出器使用状態に関連する設定を行います。

図3.4 検出器状態

設定パラメータとしては、[ 低 pH 値 ][ 高 pH 値 ] があります。検出器使用状態の意味に
ついては「2.1 詳細画面」をご参照ください。
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4. pHの校正
pH 測定を行う場合は、必ず標準液による pH 計の校正を行います。

図4.1 校正画面への遷移

図 4.1 のとおり遷移し、校正メニューを選択します。
ホーム画面やメイン画面の をタップしても校正メニュー画面に入れます。

校正項目として、［pH］、［温度］があります。
検出器メニューの機器設定から [ 検出器 機器設定 ]->[ 電極の種類 (A)] の設定状態により
校正対象となる項目が決まります。

［pH］は校正過程において校正トレンド画面が表示され、校正プロセス中の測定値の推移
とともに、安定しているかどうかを、グラフィカルに確認できます。

図4.2 校正トレンドの例（手動校正1点目）

検出器の故障を検知している状態では、校正操作はできません。

注記
標準液を用いた校正の実施に際して、以下の点に注意してください。

・ 校正を始める前に、検出器が適切に洗浄されており、電極が十分に機能することを
確認してください。電極は蒸留水ですすぎ、校正標準液が汚染されないようにして
ください。

・ 標準液の汚染や変質による誤差を避けるため、常に新鮮な標準液を使用してくださ
い。標準液には使用期限があります。特に、空気中の CO2 を吸収するアルカリ性標
準液の使用期限には注意してください。

・ 当社では、優れた精度と緩衝能を持つ NIST(IEC, ISO) 標準液をお勧めしています。
・ ガラス電極の内部極（Ag/AgCl）に日光があたると、紫外線の影響によって、起電力

が変化し、実際の pH 値よりも高く表示されることがありますので、pH 検出器の校正、
および、プロセス液の測定を行う際には、日光が当たらないようにしてください。

校正の前には、必ず電極をよくなじませ、洗浄し、電極に適合した KCl 溶液を補充して（必
要時）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。
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4.1 pH校正
pH 校正には、［手動］、［自動］があります。

4.1.1 手動校正
標準液や pH 値が既知の溶液を用いて、機器の値を合わせ込みます。
pH 値、温度影響、安定性は、あらかじめ準備いただき、校正値は手動で入力します。

［ゼロ（1 点）］、[ ゼロ / スロープ（2 点）］から校正種別を選択します。

画面表示の指示に従い、実行してください。
各測定点で、安定チェックが行われ、指示値が安定してから次の段階へ進みます。
校正の際、検出器を標準液に浸して指示値が安定したとしても、3 ～ 5 分間は、そのまま
放置してから、安定チェックに進んでください。信頼性と精度のある校正結果となります。

注記
検出器または電極を交換した場合、検出器診断データをリセットしてください。

● ゼロ（1点）
1 点校正を実行します。校正パラメータのゼロを更新します。

● ゼロ/スロープ（２点）
2 種類の液を使用して、２点校正を実行します。校正パラメータのゼロとスロープを更新
します。

4.1.2 自動校正
標準液を選択すると、温度に応じて校正値が自動で入力される校正メニューです。
選択できる標準液の種類は、[ 校正設定 ] の標準液の選択で設定します。NIST(IEC, ISO) が
推奨設定です。付録の表１に、各溶液の温度と pH 値を記載していますので参考にしてく
ださい。

手動校正同様、［ゼロ（1 点）］、[ ゼロ / スロープ（2 点）］から校正種別を選択します。

画面表示の指示に従い、実行してください。
各測定点で、安定チェックが行われ、指示値が安定してから次の段階へ進みます。
校正の際、検出器を標準液に浸して指示値が安定したとしても、3 ～ 5 分間は、そのまま
放置してから、安定チェックに進んでください。信頼性と精度のある校正結果となります。

注記
検出器または電極を交換した場合、検出器診断データをリセットしてください。

● ゼロ（1点）
標準液を１種類選択して実行します。校正パラメータのゼロが更新されます。

● ゼロ/スロープ（2点）
pH の異なる２つの標準液を指定して校正します。標準液の種類と順番をリストから選択
してください。リストを表 4.1 に示します。校正パラメータのゼロとスロープが更新され
ます。
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表4.1 自動校正メニューリスト

溶液種類　設定 校正点数 溶液と順番　選択リスト
NIST(IEC, ISO) 1 点 pH7

pH4
pH9

2 点 pH7>>pH4
pH7>>pH9
pH4>>pH7
pH9>>pH7
pH4>>pH9

DIN(DE) 1 点 pH6.8
pH4.7
pH9.2

2 点 pH6.8>>pH4.7
pH6.8>>pH9.2
pH4.7>>pH6.8
pH9.2>>pH6.8
pH4.7>>pH9.2

US 1 点 pH7
pH4
pH10

2 点 pH7>>pH4
pH7>>pH10
pH4>>pH7
pH10>>pH7
pH4>>pH10
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4.2 温度校正（温度設定）
正確な測定には正確な温度測定が重要となります。高精度な温度計で温度を測定し検出
器の温度指示値を合わせこむ場合に温度校正を実施します。校正精度を上げるため、通
常の運転温度にできるだけ近い温度で温度校正を行ってください。
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付録 参考資料

■ 校正用標準液
pH の校正設定（4.1 節）で選択できる標準液の詳細を示します。単位は pH です。
表1 NIST(IEC, ISO)（JIS相当）

0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 38℃ 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 95℃
1.68 pH 1.668 1.670 1.672 1.675 1.679 1.683 1.688 1.691 1.694 1.700 1.707 1.715 1.723 1.743 1.766 1.792 1.806
4.01 pH 4.003 3.999 3.998 3.999 4.002 4.008 4.015 4.024 4.030 4.035 4.047 4.060 4.075 4.091 4.126 4.164 4.205 4.227
6.87 pH 6.984 6.951 6.923 6.900 6.881 6.865 6.853 6.844 6.840 6.838 6.834 6.833 6.834 6.836 6.845 6.859 6.877 6.886
9.18 pH 9.464 9.395 9.332 9.276 9.225 9.180 9.139 9.102 9.081 9.068 9.038 9.011 8.985 8.962 8.921 8.885 8.850 8.833

表2 DIN(DE)（ドイツ規格）

0℃ 10℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃
4.65 pH DIN 4.670 4.660 4.650 4.650 4.650 4.660 4.680 4.700 4.720 4.750 4.790
6.79 pH DIN 6.890 6.840 6.800 6.790 6.780 6.760 6.760 6.760 6.760 6.780 6.800
9.23 pH DIN 9.480 9.370 9.270 9.230 9.180 9.090 9.000 8.920 8.880 8.850 8.820

表3 US技術標準液

0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃
4.0 pH US 4.000 3.998 3.997 3.998 4.001 4.005 4.001 4.018 4.027 4.038 4.050 4.064 4.080
7.0 pH US 7.120 7.090 7.060 7.040 7.020 7.000 6.990 6.980 6.988 6.978 6.970 6.890 6.980

10.0 pH US 10.317 10.245 10.179 10.118 10.062 10.012 9.966 9.926 9.889 9.856 9.828 9.828 9.828

注記
当社では、NIST（第 1 標準液）の使用をお勧めしています。NIST は認定標準液であり、
優れた緩衝能（汚染による pH 変化に抵抗する能力）を有します。
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