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◆ はじめに
このたびは、SPS24 SENCOM PC ソフトウェアをご採用いただきまして、ありがとうござ
います。

SPS24 SENCOM PC ソフトウェアの性能を十分発揮させるため、ご使用前に取扱説明書を
必ずお読みください。
SPS24 SENCOM PC ソフトウェアは、SENCOM 検出器を接続し、校正をはじめとする管理
行うためのソフトウェアです。

SENCOM 検出器、WU11 SENCOM ケーブル、FLXA21 2 線式液分析計の詳細については、
それぞれの取扱説明書をお読みください。

● 本書の対象者
本書は、SPS24 SENCOM PC ソフトウェアをインストールするために必要なハードウェア
およびソフトウェアの基礎知識を持っていることを前提に記述しています。Windows の
操作についても同様です。

● ソフトウェアのバージョンアップについて
SPS24 SENCOM PC ソフトウェアは、下記のサイトより、バージョンアップ品をダウンロー
ドすることができます。
 http://www.yokogawa.co.jp/an/soft/sps24/

Media No. IM 12A01S02-01 2nd Edition : Dec. 2014 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2013, Yokogawa Electric Corporation
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◆ 安全に使用するための注意事項

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意
・ 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、

説明書に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの
指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。

・ 本製品を改造することは固くお断りいたします。

■ ソフトウェア製品について
・ 当社は、保証条項に定める場合を除き、本ソフトウェアに関していかなる保証も行

いません。
・ 本ソフトウェアは、特定された 1 台のコンピュータでご使用ください。別のコンピュー

タに対してご使用になる場合は、別途ご購入ください。
・ 本ソフトウェアを、バックアップの目的以外でコピーすることは、固くお断りいた

します。
・ 本ソフトウェアの収められている CD（オリジナルメディア）は、大切に保管してく

ださい。
・ 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブルなど（リバースエンジニアリング）

を行うことは、固くお断りします。
・ 本ソフトウェアは、当社の事前の承認なしに、その全部または一部を譲渡、交換、

転貸などによって第三者に使用させることは、固くお断りいたします。

■ 説明書に対する注意
・ 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。

● シグナルワードについて
本説明書は、次のように記述しています。

注意
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり、システムトラブルになる恐れがある場合
に、注意すべきことがらを記述してあります。

注記
操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。
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● 図の表記について
説明書に記載されている図では、説明の都合上、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。
説明書中のスクリーンイメージは、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。

■ 著作権および商標
CD に含まれるオンラインマニュアルなどの著作権は当社に帰属します。
オンラインマニュアルについては、その内容を改ざんできないように PDF のセキュリティ
を設定しています。プリンタへの出力は可能です。
オンラインマニュアルをプリンタで出力してご使用になる場合は、本製品を利用するた
めだけにご使用ください。オンラインマニュアルをプリンタで出力したものを使う場合、
最新版との不一致が起こらないようご注意ください。
オンラインマニュアルをコピーしたり、第三者に譲渡、販売、頒布（パソコン通信のネッ
トワークを通じて通信により提供することを含みます）することを禁止します。また、
無断でビデオテープその他に登録、録画することも禁止します。

・ 「Microsoft」および「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその
他の国における登録商標または商標です。

・ Adobe、Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の米国お
よび／または各国での商標または登録商標です。

・ 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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■ エンドユーザ使用許諾契約
ご購入者へのお願い

本エンドユーザ使用許諾契約（以下「本契約」）はご購入者と横河電機株式会社（以下「横河」といいます。）との間の契約で，本契約に基づいて横河が提供する本ソフトウェ
ア製品（第 1 条に定義）をご購入者がインストールまたは使用いただく場合の条件を規定するものです。
ご購入者がインストール時に「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択しインストールを続けると，ご購入者によって本契約のすべての条項が同意されたものとみ
なさせていただきます。

ご購入者が下記の条項に同意されない場合は「使用許諾契約の条項に同意しません」を選択してください。
この場合には，本ソフトウェア製品をインストールまたは使用することができません。
もし，本契約の条項に合意しない場合は，本ソフトウェア製品を受領した後 30 日以内にご購入元に速やかにご返却ください。30 日以内にご返却いただかない場合は，
本契約に合意いただいたものとみなします。
本契約に合意いただくことにより，横河は以下に定める内容に従って，本ソフトウェア製品のご購入者による使用を許諾します。

第 1 条（使用許諾の対象）
横河が本契約に基づいて使用許諾するソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます。）およびライセンス数は次の通りとします。
製品：SENCOM PC ソフトウェア「SPS24」およびその使用に関連して提供される横河指定の資料
許諾ライセンス数：1 ライセンス

第 2 条（使用許諾の範囲）
(1) 本ソフトウェア製品は，横河が自ら著作権・工業所有権等の権利を有するかまたは横河が第三者から使用許諾を受けているものであり，あくまでもご購入者に対し

て非独占を条件に使用を許諾するものです。
(2) ご購入者は，本ソフトウェア製品について，ライセンス数の範囲内の台数のコンピュータに限りインストールして使用することができるものとします。
(3) ご購入者は横河が別途書面で合意した場合を除き，本ソフトウェア製品を分割，修正，翻訳，その他翻案したり，第三者に複製，販売，頒布，譲渡，貸与または再

使用許諾したり，1 つのコンピュータから他のコンピュータへ伝送することはできないものとします。
(4) ご購入者は，必要なバックアップ用または保存目的として 1 部に限り複製をとる以外は，本ソフトウェア製品のどのような複製物も作ることはできないものとします。

また，当該複製物の保管および管理については厳重な注意を払うものとします。
(5) 本ソフトウェア製品およびそれに含まれる一切の技術，アルゴリズム，およびプロセスは横河あるいは横河に対して権利を付与している第三者の固有財産および営

業秘密ですので，ご購入者はこれらを厳重に管理し，または特定の場所に保管し，いかなる理由においてもご購入者の限定された従業員またはこれに準ずる者以外
の第三者に開示，漏洩しないものとし，ご購入者は当該従業員またはこれに準ずる者に対して，本項の義務と同様の義務を負わせるものとします。

(6) 本ソフトウェア製品に関するリバースエンジニアリングおよびこれを試みること，ならびにデコンパイル，ディスアッセンブル，その他の方法により人間が読取り
可能な形にすることは禁止いたします。

第 3 条（特定用途に関する制限）
(1) 本ソフトウェア製品は，ご購入者と横河との間で別途書面で合意した場合を除き，航空機の運航もしくは船舶の運航または地上でのサポート機器もしくは原子力施

設の立案，建設，保守，運用または使用を目的として特別に設計・作成されたものではありません。
(2) ご購入者が前項の目的で本ソフトウェア製品を使用する場合は，横河は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わないものとしま

す。
第 4 条（保証）

(1) ご購入者が，横河が定めるハードウェアおよびオペレーションシステム等において，横河およびかかるハードウェアおよびオペレーションシステム等を供給する第
三者の定める適切な環境条件でご使用される場合につき，横河は，本ソフトウェア製品が，横河がご購入者に提供した取扱説明書等の手順どおり動作することを保
証いたします。但し，いかなる使用環境のもとでも下記の事項については保証するものではありません。

 1) 本ソフトウェア製品の実行が中断されないこと
 2) 本ソフトウェア製品の中に誤りがないこと
 3) 本ソフトウェア製品の中の誤りが完全に訂正されること
 4) 他のソフトウェアと本ソフトウェア製品との間で相互干渉など相互の影響がないこと
 5) ご購入者の特定目的あるいは将来予定される使用目的に適合すること
 6) 本ソフトウェア製品および本ソフトウェア製品により得られる成果の的確性，正確性，信頼性または最新性があること
(2) 本ソフトウェア製品の保証期間は，別途横河が書面により承諾した場合を除いて，本ソフトウェア製品をご購入者が受領後 1 年間とします。
(3) 保証期間中に，本ソフトウェア製品が正しく機能せずまたはその記録媒体に瑕疵が発見され，ご購入者がその旨を横河に書面にて通知した場合，横河は横河の定め

る適切な環境での使用状態を条件とし，横河の判断により本ソフトウェア製品の補修または記録媒体の交換を無償で行います。
 かかる補修または交換は，横河からの記録媒体の送付により行われるものとし，当該媒体の送付以外の作業（インストール作業，セットアップ作業等を指しますが，

これらに限りません。）については，別途有償にて実施させていただくものとします。

第 5 条（保証の適用除外）
本ソフトウエア製品に発見された障害その他の不適合が，以下の各号に掲げる事由に起因する場合は本契約の定める保証条件の適用外または保証の範囲外とします。
(1) 横河が，または横河が定めるハードウェアおよびオペレーティングシステム等の供給者が定める条件に合致しない稼動環境で使用された場合
(2) ご購入者による誤用，改造，機能付加あるいは取扱説明書等に記載以外の目的使用による場合
(3) 横河が提案する本ソフトウェア製品の障害その他不適合に対する適切な回避手段をご購入者が実施しない場合
(4) 横河または横河が指定する第三者以外の者により改良，改善または改造等のその他のサービスの提供を受けた場合
(5) その他横河の責任とみなされない原因の場合

第 6 条（ご購入者が最終使用者でない場合の義務）
ご購入者が本ソフトウェア製品の最終使用者でない場合は，本契約の条件を最終使用者に対して遵守させていただき，最終使用者のかかる条件違反が原因で横河に損害
が生じた場合の賠償責任はご購入者が負うものとします。この場合，横河が本ソフトウェア製品の使用を許諾するのはあくまで最終使用者であり，ご購入者が最終使用
者でない場合は，本ソフトウェア製品の記録媒体および関連資料はすべてかかる最終使用者にその占有を移転するものとします。

第 7 条（著作権等の侵害に対する対応）
本ソフトウェア製品について，ご購入者が第三者から著作権・工業所有権その他の権利に基づき使用差し止め，提訴，損害賠償請求などを受けた場合には，ご購入者は
横河に書面にて速やかにその旨およびその内容を通知するとともに，当該請求等の防御および交渉に関する全ての権限を移譲し，更に必要な情報の提供および援助の提
供などを行うものとし，これらの協力の実施を条件として，横河は自らの費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い，当該第三者に対して最終的に認められた責任
を負うものとします。

第 8 条（責任の制限）
横河は，法律上の請求の原因の種類を問わず，いかなる場合においても，間接損害（営業上の利益の損失，業務の中断，営業情報の喪失等による損害その他）に関して，
一切責任を負わないものとし，かつ横河の損害賠償は，本ソフトウェア製品についてご購入者から横河が既に支払いを受けた金額を上限とします。たとえ横河がかかる
損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。また，本ソフトウェア製品を，ご購入者が横河の事前の書面による承諾なく改造，改変，他のソフトウェアと
の結合等を行った場合には，横河は本契約に定める一部または全ての責任を免れるものとします。

第 9 条（輸出規制）
ご購入者は，本ソフトウェア製品，関連ドキュメントならびに技術情報および本ソフトウェア製品の使用の結果としての成果物を，輸出管理に関する法令等の手続きに
従うことなく，直接，間接を問わず輸出または伝送しないものとします。

第 10 条（契約の開始）
本契約はご購入者が，本ソフトウェアをインストールした日，または本ソフトウェア製品の受領後 30 日が経過した日のいずれか最も早い日からその効力を発生するも
のとします。

第 11 条（契約の終了）
本契約は，ご購入者または横河が相手方に 1 ヶ月前に書面によって通知することにより終了させることができるものとします。

第 12 条（契約の解除）
横河は，ご購入者が本契約に違反した場合には，ご購入者に対して何らかの通知，催告を要することなしに直ちに本契約を解除できるものとします。

第 13 条（契約終了・解除後の効力）
(1) 本契約の終了または解除後といえども，第 2 条 (5)，第 7 条，第 8 条および第 14 条は引き続き効力を有するものとします。
(2) 本契約の終了または解除の場合には，ご購入者は本ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するものとし，横河の承諾のもとに本ソフトウェア製品の記憶

媒体を破棄・処分する場合は必ず，これに記憶されている内容を消去または媒体自身を破棄するものとします。
(3) 本契約の終了または解除の場合といえども，横河はご購入者に対して既に支払いを受けた対価等を返還する義務は負わないものとします。

第 14 条（適用法令および合意管轄）
本契約に係る紛争等の処理については，日本国の法令が適用されるものとし，東京地方裁判所（本庁）を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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1. 概　　要
この章では、SENCOM PC ソフトウェアの概要と、操作の前に知っておきたい基本的な事
柄を説明します。

1.1 SPS24 SENCOM PCソフトウェアとは
SPS24 SENCOM PC ソフトウェアは、試験室などで、デジタル通信機能を備えた SENCOM
検出器の測定、校正、データ管理を行い、また検出器の設定を行えるソフトウェアです。
最大 100 本の検出器に対して、校正作業や各種データを一元管理できます。作業内容に
応じたパスワード管理を行わせることもできます。最大４本の検出器を同時測定あるい
は同時校正させることができます。

SENCOM 検出器は、FLXA21 2 線式液分析計と組み合わせて測定を行います。通常、校正
は分析計を操作し、現場で行う必要がありますが、SPS24 がある場合、この SPS24 がイ
ンストールされたパソコン (PC) がある試験室などで行うことができます。
SENCOM 検出器は、ケーブルとコネクタ接続していますので、簡単に取りはずすことが
できます。また、SPS24 により校正されたデータを自身のメモリに保存することができ
ます。SENCOM 検出器を FLXA21 に接続すると、検出器に保存されている校正データが
自動的に FLXA21 に設定されます。

インタフェースボックス
（最大 4個まで）

SENCOM検出器
（最大 4本まで接続可）

Windows PC（お客様ご用意）WU11 SENCOMケーブル USB ケーブル

SPS24
SENCOM

PCソフトウェア

図1.1 SENCOM検出器の接続例
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1.2 画面構成
SPS24 を起動すると、測定値表示画面が表示されます。
設定や検出器の接続状況により、画面表示は異なります。

メニューバー（1.2.3 項） ツールバー（1.2.2 項）

接続情報エリア（1.2.1 項） 機能表示エリア（1.2.4 項）
図1.2 起動時表示画面の例（数字は参照項）

1.2.1 接続情報エリア
接続情報エリアでは、接続中の検出器状態と情報を表示するとともに、機能により対象
となる検出器の切り替えにも使用します。
また、下部の [ 接続 ]・[ 切断 ] をクリックするすることにより、接続状態 / 切断状態の切
換を行います。

表示範囲の拡大・縮小

接続検出器アイコン

検出器未接続 対象枠

（検出器種類）

検出器番号

検出器形名

ID( シリアル No.)
コメント表示

図1.3 接続表示エリア表示例
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検出器を接続しているのに「検出器なし」表示の場合、検出器をケーブルからはずして、
つなぎなおしてから、再度 [ 接続 ] をクリックしてください。
接続検出器アイコンには、接続中の検出器の情報が表示されます。また、接続状況も示
します。
検出器種類は [ 検出器設定 ] で設定します（pH、ORP、pH+ORP）。
コメントは検出器の識別のために、[ データベースビューア ]―[ データ編集 ] で任意に設
定できます。

次の表示の場合は、「5. エラー情報」をお読みください。

 　

1.2.2 ツールバー
ツールバーには、検出器管理、データベースビューア、エラー情報、セットアップなど
各機能の切替ボタンがあり、クリックすると、各機能画面に移動します。
詳細は 3 ～ 7 章をお読みください。
メニューバーの [ 表示 (V)] でも同じように機能画面へ切り替えができます。

1.2.3 メニューバー
メニューバーは、機能毎に表 1.1 のようになります。
メニューバーは初期値は非表示です。ポップアップメニュー（右クリックで表示）、または、
[ セットアップ ]―[ 画面表示 ] により、表示か非表示を選択できます。
表1.1 メニューバー

メニュー 説明
ファイル
(F)

PDF 出力 (D) レポート印刷イメージを PDF ファイルに
します

データ
ベース
ビューア
のみの
メニュー

Excel 出力 (E) データを Excel ファイルにします
レポート印刷 (P) レポート印刷します
エクスポート (O) データのバックアップ用
インポート (I)
終了 (X) SPS24 を終了します 共通

メニュー
表示 (V) 検出器管理 (M) 各機能画面へ移動します 共通

メニューデータベースビューア (D)
エラー情報 (I)
セットアップ (S)
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メニュー 説明
ツール (T) パフォーマンス (P) 検出器 1 ～ 4 検出器のパフォーマンスを表示します 検出器管

理のみの
メニュー

検出器設定 (S) 検出器 1 ～ 4 検出器毎の設定をします
校正開始 (C) 校正します
データ編集 編集モードに入る データ

ベース
ビューア
のみの
メニュー

ID 追加 アナログ検出器の場合のみ有効
ID 削除 データベース ID の削除を行う
全表示 表示する検出器データを選択します
選択表示
列の選択 表示する項目を選択します
校正履歴 pH 校正履歴

ORP/rH 校正履歴
温度校正履歴

各校正履歴を表示します

RS ポート番号 RS ポート番号を設定します セット
アップ
のみの
メニュー

通信ログ 使用しません
単位設定 単位を設定します
画面表示 日付書式、メニューバー表示を選択します
Select language SPS24 の画面表示言語を選択します
ユーザアカウント ユーザ登録（パスワード）を設定します
pH/ORP 検出器共通の設定をします

ヘルプ (H) 取扱説明書 (pdf) を開く　　　F1 取扱説明書を表示します 共通
メニューSENCOM PC ソフトウェアについて (A) SPS24 のバージョンを表示します

● ポップアップメニュー
画面の任意位置で右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。
表1.2 ポップアップメニュー

ポップアップメニュー 説明
取扱説明書 (pdf) を開く　　　F1 取扱説明書を表示します
画面印刷 表示画面をページ印刷します
Language English

Japanese
SPS24 の画面表示言語を選択します

メニューバー表示 する
しない

メニューバーの表示か非表示を選択します

1.2.4 機能表示エリア
ツールバーの機能選択により、表示内容が変わります。
詳細は 3 ～ 7 章をお読みください。
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2. 準備と基本操作
この章では、SPS24 SENCOM PC ソフトウェアを使用する場合の手順について説明します。

● SPS24の動作環境
オペレーティングシステム (OS)： Windows 7 SP1(32 ビット版、64 ビット版 )
  オペレーティングシステムの言語とソフトウェアの表示言語は日本

語または英語
パソコン (PC) 本体： 上記の OS が動作し、下記の CPU とメモリを搭載した機種。
  Intel Core 2 Duo CPU E7500 または同等以上のプロセッサ。2GB 以

上のメモリ。
ディスプレイ： 解像度 1024 x 768 以上
ハードディスク： アプリケーション用に 100MB 以上 ( 保存するデータ量により、こ

れ以上必要な場合があります )。
ドライブ： ( インストール時に使用 )
USB 接続口数： SENCOM 検出器接続数（1 ～ 4 本）
プリンタ : 使用する Windows システムで使用可能なプリンタ。

2.1 ドライバをインストールする
インタフェースボックス用ドライバのインストールは、ダイアログボックのメッセージ
に従って作業してください。
SPS24 を先にインストールしても、問題はありません。

注意
・ ドライバソフトウェアをインストールする前に、現在起動中のアプリケーションを

終了させてください。
・ 再インストールする場合は、ドライバソフトウェアをアンインストールしてから行っ

てください。
・ 管理者権限でインストールしてください。

■ インストール
1. Windows を起動します。
2. SPS24 の CD をドライブに挿入します。起動画面が自動的に表示されます。
 起動画面が自動的に表示されずに自動再生の画面が表示された場合は、“SPS24_

Launcher.exe の実行” をクリックすると起動画面が表示されます。
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3. 「インタフェースボックス用ドライバをインストール」をクリックします。
4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
5. 「Yokogawa Driver for interface boxセットアップへようこそ」画面が表示されます。「次

へ」をクリックします。
6. 「インストール準備の完了」が表示されます。「インストール」をクリックします。
7. 「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

（USB デバイスドライバ）
8. 「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

（COM ポートドライバ）
9. 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。「完了」をクリックします。

以上でドライバインストールは完了です。

専用ケーブル（インタフェースボックス）をパソコンの USB ポートに接続すると、自動
的に使用可能な状態になります。

2.2 SPS24をインストールする
インタフェースボックス用ドライバのインストールに続けて、SENCOM PC ソフトウェア
SPS24 のインストールをします。

注意
・ SPS24 をインストールする前に、現在起動中のアプリケーションを終了させてくださ

い。
・ インストールする際に、セットアップ先のフォルダでは、ルート（C:¥ など）のみを

指定しないでください。正しくインストールできない場合があります。
・ 再インストールする場合は、SPS24 をアンインストールしてから行ってください。
・ 管理者権限でインストールしてください。
・ Program Files フォルダ内に SPS24 のユーザファイルの保存フォルダを設定しないで

ください。SPS24 が正常に動作しません。
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■ SPS24のインストール
1. 起動画面の「SENCOM PC ソフトウェア SPS24 をインストール」をクリックします。
 Windows 7 の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。「は

い」をクリックします。
2. 「Yokogawa SENCOM PC Software セットアップへようこそ」が表示されます。「次へ」

をクリックします。
3. 「使用許諾契約」が表示されます。記載内容をよくお読みいただき、同意する場合は「使

用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。
 「使用許諾契約の条項に同意しません」を選択した場合、SPS24 はインストールでき

ません。同意しない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
4. 「ユーザ情報」画面が表示されます。ユーザ名、会社名を入力し、「次へ」をクリッ

クします。
5. 「インストール先の選択」画面が表示されます。
 変更の必要がある場合は変更をして、「次へ」をクリックします。
6. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。「インストール」をクリックします。
7. インストールが開始され完了メッセージが表示されます。「完了」をクリックします。

以上で SPS24 のインストールは完了です。

2.3 インストールの確認とアンインストール
インストールしたドライバ、SPS24 の確認やアンインストールは、以下の操作方法で行
います。

注記
・ USB ドライバをアンインストールする場合、専用 USB ケーブルをパソコンから外し

てから実行してください。
・ SPS24 のアンインストールをする場合、事前に、データベースビューアとセットアッ

プの [ エクスポート ] をして、検出器情報を保存してください。

Windows の [ スタート ] － [ コントロールパネル ] － [ プログラムと機能 ] を選択します。
ド ラ イ バ の 場 合 は「Yokogawa Driver for interface box」、SPS24 の 場 合 は「Yokogawa 
SENCOM PC ソフトウェア」が登録されていることを確認します。
アンインストールしたいは、プログラムを右クリックして、「アンインストール」します。

SPS24 の場合は、次の方法でも確認ができます。
Windows の [ スタート ] － [ すべてのプログラム ] で [Yokogawa SENCOM PC ソフトウェア ]
が登録されていることを確認します。

「SENCOM PC ソフトウェア」をクリックすると、SPS24 が起動します。
「取扱説明書」をクリックすると、本書（IM 12A01S02-01）の PDF ファイルが開きます。
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2.4 バージョンアップ
従来品をご使用の場合、バージョンアップは以下の手順で行います。

■ SPS24のバージョンアップ
1. データベースビューアとセットアップの [ エクスポート ] をして、検出器情報を保存

してください。
2. 新しい SPS24 をインストールしてください。
3. データベースビューアとセットアップの [ インポート ] をして、[ エクスポート ] で

作成したバックアップ用のデータを読み込んでください。

2.5 検出器の接続
FU20F SENCOM 検出器と WU11 SENCOM ケーブルの接続については、IM 12B06J03-04 を
お読みください。
FLXA21 2 線式液分析計については、IM 12A01A02-01 をお読みください。

SENCOM検出器

コネクタ接続

Windows PC

WU11
SENCOMケーブル (3m) *

WU11
SENCOMケーブル

USB ケーブル *

*：SPS24 の付属品

SPS24
SENCOM

PCソフトウェア

FLXA21

インタフェースボックス *

< 現場で使用 >

< 試験室で使用 >

図2.1 SENCOM検出器の接続、使用例

SENCOM 検出器は、図 2.1 のように接続します。
SENCOM 検出器は、FLXA21 と接続して使いますが、その際は WU11 SENCOM ケーブル
とのコネクタ接続部ではずして使用します。

WU11 SENCOM ケーブルの端子をインタフェースボックスのピン端子台に接続します。
付属の USB ケーブルを、インタフェースボックスとパソコンの USB 端子台に接続します。

SENCOM 検出器は 4 本まで同時にパソコンに接続できます。その場合は、同時接続数分
のインタフェースボックスと USB ケーブルが必要です（図 1.1 参照）。
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2.6 SPS24を使う
Windows の [ スタート ] － [ すべてのプログラム ] － [Yokogawa SENCOM PC ソフトウェア ]
の「SENCOM PC ソフトウェア」をクリックして、SPS24 を起動します。

● 初回起動時
初回起動時は「RS ポートを設定してください。」というメッセージが表示されます。「OK」
をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
検出器が接続されていることを確認してから、ツールバーの [ セットアップ ]―[RS ポー
ト番号 ] で検出器に RS ポート番号を設定します。

ツールバー

USB RS-485 Port を
選択します。

セーブします。

接続情報エリア
図2.2 RSポート番号の設定例（検出器2本同時接続）

USB RS-485 Port を選択して、「セーブ」をクリックし、変更を保存します。
接続情報エリアの［接続］をクリックすると、検出器を認識して、接続検出器アイコン
を表示します。
COM 番号の後ろの * 印は、使用（接続）中であることを示します。

● 複数の検出器を同時接続する場合
複数の検出器を同時接続する場合、複数のインタフェースボックスを接続した USB ケー
ブルをパソコンに接続します。
USB ケーブル（インタフェースボックス）を接続した時点で、自動的に RS ポート番号（COM
番号）を確定します。確定した RS ポート番号は、USB ケーブルを抜き差ししても変化し
ません。
インタフェースボックスの RS ポート番号は、検出器を接続すると、接続検出器アイコン
の ID（シリアル No.）で簡単に確認することができます。
検出器 1 ～ 4 のどこにどのインタフェースボックスを接続するかを決めたい場合は、1 本
ずつ接続して RS ポート番号設定することをお勧めします。
検出器 1 ～ 4 を変更したい場合は、一度 [ 切断 ] して設定しなおしてください。
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図2.3 RSポート番号の表示例（検出器2本同時接続）

● 2回目以降の起動（接続）時
SENCOM 検出器を接続してから、SPS24 を起動します。検出器が接続されているかどう
かは、起動時に自動で認識します。RS ポート番号の設定は、保持されています。
SPS24 を起動後、SENCOM 検出器を接続した場合は、接続情報エリアの［接続］をクリッ
クします。

● SENCOM検出器との切断（SPS24の終了）
接続情報エリアの［切断］をクリックします。必要があれば、SENCOM 検出器をはずします。
SPS24 を終了します。

注意
SENCOM 検出器をパソコンからはずす場合は、SPS24 の［切断］をクリックしてからは
ずしてください。

［切断］をクリックせずにはずすと、SENCOM 検出器が破損する場合があります。

■ 起動時にメッセージが出た場合
SPS24 を起動したときに、次のようなメッセージが出る場合があります。
 「COMx 接続された検出器はありません。接続を確認してください。」
 「検出器 x：COMx が開けません。システム管理者に連絡してください。」
検出器が接続されているのにメッセージが出る場合は、接続状態の場合は［切断］をクリッ
クしてから、再度 RS ポート番号を設定しなおしてください。
RS ポート番号が正しい場合、一旦「未接続」でセーブしてから、再度選択しなおしてセー
ブしてください。
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3. 検出器管理
ツールバーの [ 検出器管理 ] をクリックすると、接続中の検出器の測定値を表示する「測
定値表示画面」が表示されます。
検出器管理では、検出器の測定値表示、パフォーマンス、セットアップ、校正を行います。

設定により、測定値表示対象および校正対象は表 3.1 のようになります。
表3.1 測定値表示対象と校正対象

検出器種類 *1 pH+ORP測定 *2 測定値表示対象 校正対象 *3
pH 設定に関わらず、

pH として動作
pH、温度 pH、温度

ORP *4 設定に関わらず、
ORP として動作

ORP、温度 ORP、温度

pH+ORP pH pH、温度 pH、温度
ORP *4 ORP、温度 ORP、温度
pH+ORP pH、ORP、温度 pH、ORP、温度
pH+rH pH、rH、温度 pH、rH、温度
rH rH、温度 rH、温度

*1： [ 検出器管理 ]―[ 検出器設定 ] の「検出器種類」の選択肢です。
*2： [ セットアップ ]―[pH/ORP]―[pH/ORP 共通設定 ] 画面の「pH+ORP 測定」の選択肢です。
*3： [ 検出器管理 ]―[ 校正開始 ]―[ 校正ウィザード ] 画面の「校正対象」の選択肢です。
*4： 通常の比較電極を基準にした ORP 測定の場合は、検出器種類 pH+ORP の ORP 測定を選択してください。

ガラス電極を基準にした ORP 測定の場合は、検出器種類 ORP を選択してください。

詳細については、FLXA21 2 線式液分析計の取扱説明書（IM 12A01A02-01）をご参照くだ
さい。

3.1 [パフォーマンス]
「測定値表示画面」の [ パフォーマンス ] をクリックすると、検出器状況を示す検出器パ

フォーマンス画面が表示されます。
表3.2 検出器パフォーマンス

項目 説明
校正、メンテ
ナンス情報

最終校正日時 pH、ORP、rH、温度 最後に行った校正日時と校正の種類
予測交換時期 予防保全機能に基づいて予測される、正確な測定のた

めに検出器の交換が必要とされる日
校正データ pH ゼロ、スロープ 校正値と更新日時

ORP ゼロ、スロープ
rH ゼロ、スロープ
温度 オフセット

検出器健康度 ゼロ、スロープ、Impedance1、
Impedance2

検出器の健康度
各ゲージ％値が大きいほどそのパラメータが健康であ
ることを示します

測定値 pH 検出器 pH 検出器の起電力
ORP 検出器 ORP 検出器の起電力
rH 検出器 rH 検出器の起電力
Impedance1 ガラス膜抵抗（ガラス電極の破損の有無を検知します）
Impedance2 比較電極液絡部のインピーダンス



IM 12A01S02-01

3-2  ＜ 3.  検出器管理＞

2nd Edition : 2014.12.01-00

3.2 [検出器設定]
「測定値表示画面」の [ 検出器設定 ] をクリックすると、検出器個別の設定を行う検出器

設定画面が表示されます。
pH 検出器共通の設定は、[ セットアップ ] の pH/ORP 共通設定で行ってください。

表示は、接続している検出器自身に保存されている設定値です。変更した値は赤字で表
示されます。設定後、[ 同期 ] をクリックすることにより SENCOM 検出器に設定を転送保
存します。

● [インポート設定]
検出器設定情報（校正設定は除く）をファイルから読み込みます。

● [エクスポート設定]
検出器設定情報（校正設定は除く）をファイルに保存します。
ファイル名は、初期値は "Smart_SensorSetup( 西暦年月日時分秒）.PH" になります。最
大文字数は半角 255 文字（全角 127 文字）で、「+、*、/、?、”、<、>、|」を含めること
ができません。

● [検出器初期化]
SENCOM 検出器の保存情報を初期設定に戻す機能を実行します。
表3.3 検出器設定

設定項目 設定範囲 初期値 備考
検出器設定 検出器種類 pH、ORP、pH+ORP pH+ORP
校正設定 pH 校定 ゼロ -120.0 ～ 120.0mV

4.97 ～ 9.03pH
0.000mV
7.00pH

単位は pH/ORP 共通設定で選
択可能

スロープ 70.00 ～ 110.0%
41.41 ～ 65.08mV/pH

100.0%
59.16mV/pH

単位は pH/ORP 共通設定で選
択可能

ITP 0.00 ～ 14.00pH 7.00pH
pH 自動補正 無効、有効 無効 FLXA21 2 線式液分析計の取

扱説明書（IM 12A01A02-01）
では「自動補間」としていま
す。

ORP/rH 設定 ゼロ -120.0 ～ 120.0mV 0.000mV
スロープ 70.00 ～ 110.0% 100.0%

温度補償 補償種類 自動、手動 自動
手動温度 0.0 ～ 100.0℃ 25.0℃ 補償種類で手動を選択した時

に使用する、プロセス温度
検出器診断
設定

熱衝撃サイ
クル診断基
準設定

熱衝撃温度 1 ～ 250℃ 50℃
熱衝撃時間 0.1 ～ 60.0 分 10.0 分

SENCOM 診
断基準設定

pH 上限値 -2.00 ～ 16.00pH 13.00pH
pH 下限値 -2.00 ～ 16.00pH 1.00pH
滅菌温度 0.0 ～ 155.0℃ 155.0℃
滅菌時間 0.0 ～ 100.0 分 100.0 分
高温 1 -35.0 ～ 155.0℃ 155.0℃
高温 2 -35.0 ～ 155.0℃ 155.0℃
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3.3 [校正開始]
「測定値表示画面」の [ 校正開始 ] をクリックすると、校正を行う検出器選択画面が表示

されます。
検出器形名と検出器種類が同じ検出器は、複数同時に校正できます。
選択された検出器は、接続検出器アイコンの枠が水色表示になります。

 　

[ 次へ ] で、校正モードの選択、校正種別の選択の画面にすすみます。
詳細は、3.3.1 項をお読みください。
校正方法を選択したら、[ 次へ ] で、トレンド表示画面にすすみます。詳細は 3.3.2 項をお
読みください。
画面の指示に従い、校正をします。

3.3.1 校正モードの選択、校正種別選択
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。
一方、ORP 測定の場合は、通常の保守として電極チェックのみを行います。
校正対象は pH、ORP、rH、温度があります。pH 校正には手動と自動があり、それぞれ 3
種の校正種別があります。

■ pH手動校正
標準液や pH 値が既知の溶液（緩衝液）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、お客様に測定いただきます。

［ゼロ／スロープ］、［ゼロ／スロープ／ ITP（3 点）］、［ゼロ／スロープ 1, 2（3 点）］から
校正種別を選択します。
校正は、段階的に行われます。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、検出器を緩衝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、次の操作に進んでください。信頼性と精度のある校正結果となります。

● ゼロ／スロープ
1 点校正または 2 点校正を実行します。
1 点校正ではゼロのみを校正します。2 点校正ではゼロとスロープを校正します。

● ゼロ／スロープ／ITP（3点）
ITP タイプの３点校正です。
ITP が pH7 でない場合、３点校正をおこない、ゼロ（不斉電位）、スロープ（感度）、ITP（等
温交点）を求め校正します。
制約事項

・ 緩衝液は、異なる 3 種を使用し、緩衝液同士の pH 値の差が 1 pH 以上のものを使用
してください。

 （緩衝液 1 ＜緩衝液 2 ＜緩衝液 3　または、緩衝液 1 ＞緩衝液 2 ＞緩衝液 3）
・ 緩衝液 2 は、7 ± 2 pH のものを使用ください。
・ 緩衝液 1 と緩衝液 3 の温度差を、20℃以上としてください。
・ 緩衝液 2 と緩衝液 3 の温度差を、20℃以上としてください。
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● ゼロ／スロープ1,2（3点）
折れ線タイプの 3 点校正です。
広い範囲にわたって、起電力／ pH の関係が比例関係に無い場合、2 つの区間に分け、そ
れぞれの区間におけるゼロ（不斉電位）、スロープ（感度）を求め校正します。
制約事項

・ 緩衝液は、異なる 3 種を使用し、緩衝液同士の pH 値の差が 1 pH 以上のものを使用
してください。

 （緩衝液 1 ＜緩衝液 2 ＜緩衝液 3　または、緩衝液 1 ＞緩衝液 2 ＞緩衝液 3）
・ 緩衝液 1 と緩衝液２の温度差を、20℃以下としてください。
・ 緩衝液 2 と緩衝液３の温度差を、20℃以下としてください。

■ pH自動校正
校正メニューに従って、機器が持つ緩衝液表により、簡単に校正を行うことができます。

［セットアップ］―［pH/ORP］―［pH/ORP 共通設定］の［pH 校正設定］―「緩衝液の選択」
で「NIST ／ DIN19266」、「DIN19267」、「US」、「ユーザ設定」から、あらかじめ使用する
緩衝液を選択してください。

「ユーザ設定」を選択した場合には、緩衝液表 1 ～ 3 に登録されている条件に基づき校正
が行われます。正確な緩衝液表を用いることで、信頼性の高い校正が実現できます。
手動校正同様、［ゼロ／スロープ］、［ゼロ／スロープ／ ITP（3 点）］、［ゼロ／スロープ 1, 2（3
点）］から校正種別を選択します。
校正は、段階的に行われます。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。

● ゼロ／スロープ
校正設定で選択した「緩衝液」に連動した液を選択し、画面指示に従い校正を実行して
ください。

● ゼロ／スロープ／ITP（3点）
校正設定で選択した「緩衝液」に連動した液の順序選択メニュー（表 3.4）の順序に従い
校正が実行されます。画面指示に従い校正を実行してください。
制約事項

・ 緩衝液は、異なる 3 種を使用し、緩衝液同士の pH 値の差が 1 pH 以上のものを使用
してください。

 （緩衝液 1 ＜緩衝液 2 ＜緩衝液 3　または、緩衝液 1 ＞緩衝液 2 ＞緩衝液 3）
・ ユーザ設定での緩衝液テーブルにおける緩衝液 2 は、7±2 pH（25℃時）としてくだ

さい。
・ 緩衝液 1 と緩衝液 3 の温度差を、20℃以上としてください。
・ 緩衝液 2 と緩衝液 3 の温度差を、20℃以上としてください。

● ゼロ／スロープ1, 2（3点）
校正設定で選択した「緩衝液」に連動した液の順序選択メニュー（表 3.4）の順序に従い
校正が実行されます。画面指示に従い校正を実行してください。
制約事項

・ 緩衝液は、異なる 3 種を使用し、緩衝液同士の pH 値の差が 1 pH 以上のものを使用
してください。

 （緩衝液 1 ＜緩衝液 2 ＜緩衝液 3　または、緩衝液 1 ＞緩衝液 2 ＞緩衝液 3）
・ 緩衝液 1 と緩衝液 2 の温度差を、20℃以下としてください。
・ 緩衝液 2 と緩衝液 3 の温度差を、20℃以下としてください。
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表3.4 3点校正用の緩衝液の選択

3点校正時の緩衝液の選択 緩衝液の順序選択
NIST/DIN 19266 pH1.7 → pH6.9 → pH9.2

pH4.0 → pH6.9 → pH9.2
pH9.2 → pH6.9 → pH1.7
pH9.2 → pH6.9 → pH4.0

DIN 19267 pH4.7 → pH6.8 → pH9.2
pH9.2 → pH6.8 → pH4.7

US pH4.0 → pH7.0 → pH10.0
pH10.0 → pH7.0 → pH4.0

ユーザ設定 緩衝液表 1 →緩衝液表 2 →緩衝液表 3
緩衝液表 3 →緩衝液表 2 →緩衝液表 1

※ 2 点校正は緩衝液毎に選択します。

■ 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てく
ださい。それに応じて検出器の指示値を変更してください。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。

■ ORP校正（rH校正）
ORP 校正および rH 校正には、自動校正機能はありません。
校正は段階的に行われます。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。

3.3.2 トレンド表示画面
校正対象の検出器の指示値が表示されます。対象の検出器には、接続検出器アイコンに
水色の枠が付いています。

接続検出器アイコン

ズームレンジ

スクロールバー

図3.1 トレンド表示画面例

接続検出器アイコンをクリックすると、選択した検出器の指示値が、トレンド表示にセ
ンタリングされます。
複数の検出器の指示値トレンドを表示するためには、ズームレンジ * やスクロールバー
を操作してください。
*: ズームレンジは、前回表示したレンジになります。工場出荷時は最小レンジ（0.10pH/Div または 10mV/

Div）です。
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トレンド表示を見て、指示値がある程度安定したら、[ 自動安定検出 ] をクリックします。
最小レンジ（0.10pH/Div または 10mV/Div）の場合は、安定条件の赤いボックスが表示さ
れます。このボックスのサイズは、校正設定の安定幅と校正時間によって決まります。
安定幅と校正時間は、[ セットアップ ]―[pH/ORP]―[pH/ORP 共通設定 ] 画面の「pH 校正
設定」（または ORP 校正設定、rH 校正設定）で設定します。

図3.2 自動安定検出中の画面例

指示値の安定が確認できたら、[ 次へ ] の表示が出ます。
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4. データベースビューア
ツールバーの [ データベースビューア ] をクリックすると SPS24 に接続した検出器の最新
状態が表示されます。ここでは、校正履歴も含め、検出器情報のデータベース管理を行
います。

検出器の種類 ツールメニュー

ファイルメニュー

校正履歴メニュー
チェックボックス

図4.1 データベースビューア画面例

項目の「検出器」は、現在接続している検出器番号を示しています。
ソートをしたい項目名称をクリックすることにより、▼または▲が表示され、並べ替え
ができます。

「番号」は自動付加です。
必要に応じて、スクロールバーが表示されます。

■ 検出器の種類
表示する検出器の種類を選択します。SENCOM 検出器は、「デジタル pH/ORP」です。

「アナログ pH/ORP」は、アナログ pH/ORP 検出器のデータを入力してデータベースで管
理したい場合にご利用ください。

■ ツールメニュー
メニューバーの「ツール (T)」からも選択できます。

● [データ編集]
データの編集を行います。
[ データ編集 ] をクリックすると編集モードに入ります。
変更可能な項目は背景が白のボックスになるので（デジタル pH/ORP では、「コメント」
だけ）、対象のボックスをクリックにより選択後、追加・変更を行います。
追加・変更したデータは赤字になります。[ セーブ ] をクリックして保存します。
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● [ID追加]
ID 追加は、アナログ pH/ORP 専用の処理です。アナログ pH/ORP 検出器のデータをデー
タベースで管理したい場合にご利用ください。
新規に ID データを登録します。
背景がボックスになっている項目をクリックして、データを追加・変更してセーブします。

● [ID削除]
チェックボックスで選択した検出器 ID のデータの削除を行います。
接続している検出器 ID のデータは消除できません。
複数のデータを削除する際に「□同じ処理を現在の項目すべてに適用」にチェックすると、
1 つずつ確認画面を表示しなくなります。

● [全表示]/[選択表示]
[ 全表示 ] はすべての検出器のデータを表示します。
[ 選択表示 ] はチェックボックスで選択した検出器のデータだけを表示します。

● [列の選択]
表示項目を選択します。番号、ID( シリアル No.)、検出器は必ず表示します。表示の順番
は変更できません。

「表示アイテム」をクリックすると、全項目を選択 / 解除できます。

■ ファイルメニュー
メニューバーの「ファイル (F)」からも選択できます。
ファイル出力は、表示には関係なく、すべての情報を出力します。
ファイル名の最大文字数は半角 255 文字（全角 127 文字）で、「+、*、/、?、”、<、>、|」
を含めることができません。

● [PDF出力]
チェックボックスで選択した検出器情報の PDF ファイルを作成します。[ レポート印刷 ]
で出力するものと同じものです。
複数選択可能ですが、ID 単位で複数の PDF ファイルを作成します。
[PDF 出力 ] をクリックすると、レポート右上に付加するレポート用コメント（任意の 3
行の文字列）を設定する画面が表示されます。1 行の最大文字数は半角 20 文字（全角 10
文字）です。
ファイル名（初期値はデジタル検出器の場合は 1_ID( シリアル No.).pdf、アナログ検出器
の場合は 0_ID( シリアル No.).pdf）を入力して保存します。

● [Excel出力]
チェックボックスで選択した検出器データを Excel データにします。複数選択可能です。
ID 単位で複数のワークシートを作成します。
ファイル名（初期値はデジタル検出器の場合は smart1_( 西暦年月日時分秒）.xls、アナロ
グ検出器の場合は smart0_( 西暦年月日時分秒）.xls）を入力して保存します。

● [レポート印刷]
チェックボックスで選択した検出器の情報を印刷します。複数選択可能ですが、1 つずつ
印刷します。[PDF 出力 ] で作成するファイルと同じものです。

● [エクスポート]
データのバックアップ用に保存するためのファイルを作成します。
全データか選択データ（チェックボックスで選択）かを選択します。
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ファイル名（初期値はデジタル検出器の場合は smart1_( 西暦年月日時分秒）.smf、アナ
ログ検出器の場合は smart0_( 西暦年月日時分秒）.smf）を入力して保存します。

● [インポート]
[ エクスポート ] で作成したバックアップ用のデータを読み込みます。正常に動作してい
る場合は、インポートの必要はありません。また、接続中の検出器のデータはインポー
トできません。
対象インポートファイルを選択し、全データか選択データかを選択します。選択データ
の場合は、デジタル pH/ORP かアナログ pH/ORP かを選択し、必要なデータを選択でき
ます。
インポート対象の ID が既に存在する場合、確認画面が表示されます。

■ 校正履歴メニュー
[pH 校正履歴 ]、[ORP/rH 校正履歴 ]、[ 温度校正履歴 ] をクリックすることにより、選択
した検出器の校正履歴データを表示します。履歴は、新しいデータから順番に最大 100
まで表示できます。
メニューバーの「ツール (T)」―「校正履歴」からも選択できます。
校正履歴画面では、上部中央のプルダウンメニューにより、「pH」、「ORP/rH」、「温度」
の校正履歴に表示変更できます。

● [データ追加]、[データ削除]、[データ編集]
アナログ pH/ORP 専用の処理です。アナログ pH/ORP 検出器のデータをデータベースで
管理したい場合にご利用ください。
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5. エラー情報
エラー発生時、ツールバーの [ エラー情報 ] の表示色が変化し、点滅します。
[ エラー情報 ] をクリックすると、現在接続している検出器の発生中のエラーが表示され
ます。
エラー情報画面には、接続しているすべての検出器および SPS24 自身のエラーと警告を
表示します。エラーと警告では、エラーの方が重要度が高いです。
対象のエラーや警告をクリックすると対処方法が表示されます。

● [履歴]
エラー情報画面で [ 履歴 ] をクリックすると、エラー履歴画面を表示します。
エラー履歴画面は、検出器毎のエラーと共通エラーに分けて表示します。
検出器毎のエラーエリアは、接続情報エリアの接続検出器アイコンにより表示する検出
器を切り替えできます。
なお、共通エラーと検出器エラーの合計で 100 件を超えると、古いものから削除されます。
表示項目の「種類」は、F：エラー、W：警告を示します。
[ 全消去 ] でエラー履歴情報の消去を行います。

● 接続検出器アイコンの表示
接続検出器アイコンが次の表示の場合は、対処してください。

 接続している検出器の保存されている設定が壊れています。
 [ 検出器管理 ]―[ 検出器設定 ] で「検出器初期化」を実行してくだ

さい。

 未サポートの検出器を接続しています。
 接続中の検出器をサポートした SPS24 にバージョンアップしてくだ

さい。「2.4 バージョンアップ」を参照してください。
 この表示の場合、ツールバーの [ エラー情報 ] の表示色は変化しま

せん。履歴にも残りません。
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6. セットアップ
各種設定を行います。
設定の詳細については、FLXA21 2 線式液分析計の取扱説明書（IM 12A01A02-01）をご参
照ください。

ツールバーの [ セットアップ ] をクリックすることによりセットアップ画面に遷移します。
さらに各機能をクリックして選択すると対象の画面に遷移します。各機能は、メニュー
バーの「ツール (T)」からも選択できます。
設定を変更したら、「セーブ」をクリックしてください。

メニュー機能メニュー

図6.1 セットアップ（pH/ORP共通設定）画面の例

■ メニュー
セットアップ全体に対するメニューです。

● [印刷]
設定情報を印刷します。

● [インポート]
[ エクスポート ] で保存した設定情報のファイルを読み込みます。
ただし、RS ポート番号、Select language、ユーザアカウントの設定は対象外です。
データベースビューアの [ 列の選択 ] の設定も読み込みます。

● [エクスポート]
設定情報をファイルに保存します。ただし、RS ポート番号、Select language、ユーザア
カウントの設定は保存しません。
データベースビューアの [ 列の選択 ] の設定も保存します。
ファイル名（初期値は Smart_SetupDB( 西暦年月日時分秒）.sms）を入力して保存します。
ファイル名の最大文字数は半角 255 文字（全角 127 文字）で、「+、*、/、?、”、<、>、|」
を含めることができません。
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● [初期化]
初期設定値に戻します。
ただし、RS ポート番号、Select language、ユーザアカウントの設定は初期化の対象外です。
データベースビューアの [ 列の選択 ] の設定も初期化します。

6.1 RSポート番号
USB-RS485 変換ケーブル毎の RS ポートの番号を設定します。
RS ポート番号は検出器接続中は変更できません。「切断」してから設定します。

「2.6 SPS24 を使う」を参照してください。
新しく検出器を接続した場合や、設定した検出器番号を変更する場合に使用します。

6.2 通信ログ
注意
通信ログは使用しないでください。当社サービスがトラブルシューティング時に使用す
る画面です。

6.3 単位設定
温度単位を° C または° F から選択します。
パソコンの地域オプションで現在地を日本に設定している場合は、℃固定です。

6.4 画面表示
日付の書式、メニューバーの表示・非表示を設定します。

6.5 Select language
表示言語を設定（英語か日本語）します。
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6.6 ユーザアカウント
ここでは、ユーザアカウント（パスワード管理）の有効・無効の選択、および、ユーザ
毎のパスワードとレベルの設定を行います。

ユーザ登録することにより、パスワードを設定して、作業を限定することができます（表
6.2 参照）。
ユーザアカウントを有効にすると、ツールバーのようこそのあとにログインしている作
業者名が表示されます。「7. アカウント」を参照してください。
また、校正履歴に作業者名が表示されます。

ユーザアカウントは、初回起動時は無効（レベル 4）です。レベルについては後述してい
ます。
無効から有効に変更すると、確認のためにレベル 4 のユーザアカウント入力画面が表示
されます。ユーザ ID とパスワードを入力すると、レベル 1 になり、測定値表示画面に移
動します。

初期状態は、1 つのユーザが登録されています。
 ユーザ ID： A001
 レベル： 4
 作業者名： User
 パスワード： 123456
初めてパスワード管理を有効にするときはこのユーザ ID とパスワードを入力してくださ
い。管理上、パスワード変更をするか、レベル 4（管理者レベル）のユーザ ID を新規に
追加して A001 を削除することをお勧めします。

新しいユーザ ID を登録する場合、再度、[ セットアップ ]―[ ユーザアカウント ] に入り、[ 追
加 ...] で新しいユーザ ID を登録してください。
パスワード管理が有効のときは、ユーザアカウント画面には、レベル 4 のユーザしか入
れません。ユーザアカウント画面に入ったときのユーザ ID は、削除と編集はできません。
パスワード変更はできます。

ユーザ ID の [ 追加 ...]、[ 削除 ]、[ 編集 ...]、[ パスワード変更 ] は、ユーザアカウントが「無
効」の場合は選択できません。

注意
すべてのユーザ ID のパスワードが変更できます。レベル 4（管理者レベル）のユーザは、
パスワードを忘れないようにしてください。ユーザアカウント画面に入れなくなります。

万一、レベル 4 のパスワードを忘れて、ユーザアカウント画面に入れなくなった場合は、
弊社にご連絡ください。
表6.1 新規ユーザ登録

登録項目 説明
ユーザ ID
( アカウント )

ユーザがログイン時に使用するアカウント ID を設定します。
半角英数字、最大 10 文字です。大文字と小文字は区別します。

作業者名 ユーザの作業者名を設定します。
半角英数字と漢字（全角）、最大半角で 20 文字（全角 10 文字）です。

ユーザ情報 任意設定項目です。メモなどとしてご利用ください。
半角英数字と漢字（全角）、最大半角で 50 文字（全角 25 文字）です。

レベル ユーザの許可レベルを選択します（表 6.2 参照）。
レベル 2 は校正作業者、レベル 3 はデータ編集者、レベル 4 は管理者向きのレベルです。

パスワード 半角英数字、6 ～ 20 文字です。大文字と小文字は区別します。忘れないようにしてください。
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表6.2 機能に対するレベル一覧

機能 レベル1
(一般ユーザ)

レベル2
(校正作業者)

レベル3
(データ編集)

レベル4
(管理者)

検出器
管理

測定値表示 ○ ○ ○ ○
パフオーマンス表示 ○ ○ ○ ○
検出器設定 × ○ ○ ○
校正 × ○ ○ ○

データ
ベース
ビューア

検出器データベースの表示 ○ ○ ○ ○
検出器データベースの編集 × × ○ ○
データベースの印刷 ○ ○ ○ ○
データベースのインポート・エクスポート × × ○ ○

セット
アップ

ユーザアカウント × × × ○
セットアップ設定の初期化 × × ○ ○
セットアップ設定のインポート・エクスポート × × ○ ○
セットアップの上記以外の設定 × ○ ○ ○

エラー
情報

エラー情報の表示 ○ ○ ○ ○
エラー履歴のクリア × × ○ ○

○ -- 実行可能　　× -- 実行不可

6.7 pH/ORP
pH/ORP 検出器共通の設定を行います。
検出器毎の設定は、[ 検出器管理 ]―[ 検出器設定 ] で行います。
変更した設定は赤字になります。[ セーブ ] をクリックして保存します。
設定の詳細については、FLXA21 2 線式液分析計の取扱説明書 (IM 12A01A02-01）の 16 章
を参照してください。
表6.3 pH/ORP共通設定（(　)内の数字は、FLXA21の取扱説明書(IM 12A01A02-01)の参照項番号）

設定項目 選択肢 初期値 備考
― pH/ORP 測定対象

（16.2.1）
pH、ORP、pH+ORP、
pH+rH、rH

pH+ORP

時間軸の表示範囲 ( 最大 ) 1 ～ 10 分 5 分 校正時の画面表示の時間軸
pH 校正設定

（16.2.4）
単位 ゼロ単位 mV、pH mV

スロープ単位 %、mV/pH %
緩衝液の選択 NIST/DIN 19266、

DIN 19267、US、
ユーザ設定

NIST/DIN 
19266

[ 設定 ...] 0.00 ～ 20.00pH （表 6.4） 「ユーザ設定」選択時に表示
温度差 1.0 ～ 5.0℃ 2.0℃ 複数同時校正時に、検出器間

の温度差の上限を設定します
上下限値
／周期

ゼロ　高 0.00 ～ 500.0mV
0.00 ～ 8.45pH

120.0mV
2.03pH

ゼロ　低 -500.0 ～ 0.00mV
-8.45 ～ 0.00pH

-120.0mV
2.03pH

スロープ　高 100.0 ～ 110.0%
59.16 ～ 65.08mV/pH

110.0％
65.08mV/pH

スロープ　低 70.0 ～ 100.0%
41.41 ～ 59.16mV/pH

70.00%
41.41mV/pH

安定幅 0.01 ～ 1.00pH 0.01pH
安定時間 2 ～ 30 秒 10 秒

ORP 校正設
定（16.2.4）

上下限値
／周期

ゼロ　高 0.00 ～ 500.0mV 120.0mV
ゼロ　低 -500.0 ～ 0.00mV -120.0mV
スロープ　高 100.0 ～ 110.0% 110.0%
スロープ　低 70.0 ～ 100.0% 70.00%
安定幅 1 ～ 100mV 1mV
安定時間 2 ～ 30 秒 10 秒
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設定項目 選択肢 初期値 備考
rH 校正設定

（16.2.4）
上下限値
／周期

ゼロ　高 0.00 ～ 500.0mV 120.0mV
ゼロ　低 -500.0 ～ 0.00mV -120.0mV
スロープ　高 100.0 ～ 110.0% 110.0%
スロープ　低 70.0 ～ 100.0% 70.00%
安定幅 0.01 ～ 10.00rH 0.05rH
安定時間 2 ～ 30 秒 10 秒

Impedance
設定（16.2.5）

Impedance1 上限値 1.000k Ω～ 1.000M
Ω
(Impedance1 下限値
より大きいこと )

200.0k Ω Impedance1 が低の場合 *
高の場合は SENCOM 診断基
準設定の Impedance1 最良値
を使用します

Impedance1 下限値 1.000k Ω～ 1.000M
Ω
(Impedance1 上限値
より小さいこと )

1.000k Ω

Impedance2 上限値 1.000k Ω～ 1.000M
Ω
(Impedance2 下限値
より大きいこと )

200.0k Ω Impedance2 が低の場合 *
高の場合は SENCOM 診断基
準設定の Impedance2 最良値
を使用します

Impedance2 下限値 1.000k Ω～ 1.000M
Ω
(Impedance2 上限値
より小さいこと )

1.000k Ω

温度補償
（16.2.3）

基準温度 -30.0 ～ 140.0℃ 25.0℃
基準温度
換算

pH 無し、温度補償係数、
マトリクス、
NEN6411

無し

[ 設定 ...] -0.100 ～ 0.100pH/℃ 0.000pH/℃ 「温度補償係数」選択時に表示
[ マトリ
クス設
定 ...]

温度レンジ：
-30.0 ～ 140.0℃

pH レンジ：
-2.00 ～ 20.00pH

（表 6.5） 「マトリクス」選択時に表示

ORP 無し、温度補償係数 無し
[ 設定 ...] -10.00 ～ 10.00mV/℃ 0.000mV/℃ 「温度補償係数」選択時に表示

エラー表示
（16.4）

Impedance1 高 しない、警告、エラー しない
Impedance1 低 しない、警告、エラー しない
Impedance2 高 しない、警告、エラー しない
Impedance2 低 しない、警告、エラー しない

SENCOM 診
断基準設定

（16.2.7）

Impedance1 最良値 1 ～ 10M Ω 10M Ω Impedance1 が高の場合 *
低の場合は Impedance 設定
の Impedance1 上下限値を使
用します

Impedance2 最良値 1 ～ 10M Ω 10M Ω Impedance2 が高の場合 *
低の場合は Impedance 設定
の Impedance2 上下限値を使
用します

*： FU20F pH/ORP SENCOM 検出器の場合、Impedance 1 は高、Impedance 2 は低です。
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● ユーザ定義緩衝液の設定
pH 校正設定―緩衝液の選択で「ユーザ設定」を選択すると、ユーザ定義緩衝液の設定画
面が表示されます。緩衝液は 3 つ設定できます。
新しく表を設定する場合は、[ テーブルの消去 ] ですべての値を消去してから入力します。
表の入力をした場合は必ず [ 値の確認 ] で、入力した数値にエラーがないことを確認して
ください。
表6.4 ユーザ定義緩衝液の設定　初期値

緩衝液1 緩衝液2 緩衝液3 緩衝液1 緩衝液2 緩衝液3
1. * 0.0℃ 4.00pH 6.98pH 9.46pH   9. 40.0℃ 4.04pH 6.84pH 9.07pH
2. 5.0℃ 4.00pH 6.95pH 9.40pH 10. 45.0℃ 4.05pH 6.83pH 9.04pH
3. 10.0℃ 4.00pH 6.92pH 9.33pH 11. 50.0℃ 4.06pH 6.83pH 9.01pH
4. 15.0℃ 4.00pH 6.90pH 9.28pH 12. 55.0℃ 4.08pH 6.83pH 8.99pH
5. 20.0℃ 4.00pH 6.88pH 9.23pH 13. 60.0℃ 4.09pH 6.84pH 8.96pH
6. 25.0℃ 4.01pH 6.87pH 9.18pH 14. 65.0℃ 4.11pH 6.84pH 8.94pH
7. 30.0℃ 4.02pH 6.85pH 9.14pH 15. 70.0℃ 4.13pH 6.85pH 8.92pH
8. 35.0℃ 4.02pH 6.84pH 9.10pH 16. 75.0℃ 4.15pH 6.85pH 8.90pH

17. * 80.0℃ 4.16pH 6.86pH 8.89pH
*：必須設定項目

● 温度補償pHマトリクス設定
温度補償―基準温度換算―pH で「マトリクス」を選択すると、マトリクス設定画面が表
示されます。
新しいマトリクスを入力するときは、[ マトリクス消去 ] ですべての値を消去します。
マトリクス設定をした場合は必ず [ マトリクス確認 ] で、入力した数値にエラーがないこ
とを確認してください。
表6.5 マトリクス設定初期値

溶液 1（最小）

Tref. * 6.40pH

温度レンジ

Tmin. * 5.0℃ Tmin. * 6.42pH
T2. 25.0℃ T2. 6.40pH
T3. 45.0℃ T3. 6.34pH
T4. 65.0℃ T4. 6.23pH

Tmax. * 85.0℃ Tmax. * 6.11pH

溶液 2

Tref. 7.00pH

溶液 3

Tref. 7.30pH
Tmin. 7.38pH Tmin. 7.94pH

T2. 7.00pH T2. 7.30pH
T3. 6.70pH T3. 6.86pH
T4. 6.45pH T4. 6.54pH

Tmax. 6.25pH Tmax. 6.31pH

溶液 4

Tref. 7.60pH

溶液 5（最大）

Tref. * 9.00pH
Tmin. 8.31pH Tmin. * 9.74pH

T2. 7.60pH T2. 9.00pH
T3. 7.06pH T3. 8.40pH
T4 6.67pH T4 7.91pH

Tmax. 6.40pH Tmax. * 7.51pH
*：必須設定項目
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7. アカウント
[ アカウント ] は、[ セットアップ ]―[ ユーザアカウント ]（パスワード管理）が「有効」
の場合だけ有効です。
起動時はレベル 1 です。レベルについては「表 6.2 機能に対するレベル一覧」を参照し
てください。
ツールバーの [ アカウント ] をクリックすると、ユーザアカウント画面が開きます（レベ
ル 4 でログインしていない場合）。ユーザ ID とパスワードを入力して、ログインします。
3 回連続入力エラーをするとユーザアカウント画面が閉じますので、再度 [ アカウント ]
をクリックしてください。
ログインすると、「ようこそ」のあとに、作業者名が表示されます。

ユーザアカウントが「有効」

作業者名「User」がログインしている

ユーザアカウントが「無効」

図7.1 ツールバーの表示例

● ログイン
ログインするには、[ アカウント ] をクリックするほかに、権利のない画面に移動しよう
とすると、ユーザアカウント画面が開きますので、ユーザ ID とパスワードを入力してロ
グインします。
SPS24 を終了した場合は、ログアウトされます（レベル 1）。

● ログアウト
すでにログインしている場合は、[ アカウント ] をクリックしてログアウトします。
ログアウトによりレベル 1 へ変更されるため、測定値表示画面になります。

● ユーザパスワード変更
各ユーザが自身のパスワードを変更する設定で、ログイン中にログインユーザだけが変
更可能です。



IM 12A01S02-01

i

改訂履歴
資料名称 : SPS24 SENCOM PC ソフトウェア

資料番号 : IM 12A01S02-01

2014年12月／2版
 バージョン 1.02.01
 Windows XP 削除

2013年05月／初版
 新規発行

2nd Edition : 2014.12.01-00

  横河電機株式会社
   〒 180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
   ホームページ：http://www.yokogawa.co.jp/



User's
Manual

補　遺　票SPS24
SENCOM PC ソフトウェア

IM 12A01S02-01
2 版

このたびは、「SPS24　SENCOM PC ソフトウェア」をご採用いただき、誠にありがとうござい
ます。

製品に添付いたしました取扱説明書「IM 12A01S02-01　2 版」に一部変更がありました。
お手数ですが、下記内容をお読みの上、ご使用いただきたくお願い申し上げます。

記

★	 FLXA202　2線式液分析計が発売になりました。
FLXA202 をご使用の場合は、FLXA21 と書かれた部分を読み替えてご使用ください。

以上
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