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◆ はじめに
このたびは SA11　SENCOM

TM
スマートアダプタをご採用いただきまして、ありがとうご

ざいます。
SA11をご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みください。

SA11に使用可能な、IDチップを内蔵した専用の検出器は以下のとおりです。
	 pH/ORP 検出器：	 PH8EFP…-V、PH8ERP…-V、PH8EHP…-V、FU20-VS
	 導電率検出器：	 SC4AJ…-VS、SC8SG…-VS

本書では、SA11　SENCOMスマートアダプタとその周辺機器の一部（WE10、BA11）に
ついて記載しています。他の周辺機器をご使用の際は、各製品の取扱説明書をお読みく
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
SA11　SENCOMスマートアダ
プタとその周辺機器 GS	12A01F00-01JA 電子マニュアル

SA11、BA11、WU11、WE10、IB100 に関して掲載
FLXA402　4線式液分析計 GS	12A01F01-01JA 電子マニュアル

*	 ドキュメント番号の JAは言語コードです

取扱説明書
ドキュメント名 ドキュメント番号 備考

SA11　SENCOMスマートアダプタ IM	12A06S01-00JA 製品添付（本書）
FLXA402　4線式液分析計　設置要領 IM	12A01F01-02JA など 電子マニュアル
WU11　SENCOMケーブル IM	12B06W02-03
IB100　SENCOMインタフェースボックス IM	12B06J09-01JA

*	 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。

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/sa11/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 12A06S01-00JA 1st Edition : Aug. 2019 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2019, Yokogawa Electric Corporation

https://web-material3.yokogawa.com/GS12A01F00-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/GS12A01F01-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A06S01-00JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01F01-02JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12B06W02-03.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12B06J09-01JA.pdf
http://www.yokogawa.co.jp/an/sa11/download/
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■ 本製品について
・	 製品は、衝撃吸収材で丁寧に梱包されていますが、落下などにより強い衝撃を受け
た場合には、製品が損傷・破損することがあります。十分に注意して取り扱ってく
ださい。

・	 本機器には、静電気によって損傷を受ける部品が使用されています。本機器の保守
点検の際には必ず静電気対策をとり、交換部品の運送には導電性包装材を使用して
ください。

•	 本機器の洗浄に、研磨剤や有機溶剤を使用しないでください。

■ 説明書に対する注意
・	 説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して随時参
照できるようにしていただきますようお願いします。

・	 本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・	 説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に
適合することを保証するものではありません。

・	 説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたし
ます。

・	 説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・	 説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがあ
りましたら、当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店まで
ご連絡ください。

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

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

■ 製品の廃棄
機器は、地域および国の法律 /規制に従って廃棄する必要があります。
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◆ 安全に使用するための注意事項
■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

・	 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、
説明書に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの
指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。

・	 この説明書で指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれるこ
とがあります。

・	 本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、
本製品外部に別途用意するようお願いいたします。

・	 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
・	 本製品を改造することは固くお断りいたします。
・	 当該製品および本書には、安全に関する以下のような警告シンボルマークとシグナ
ルワード、またはシグナルワードを使用しています。

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

 注意
製品への表示は、取扱者および機器を事故から保護するために、取扱説明書を必ず
参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、取扱者に対し、軽傷事故が発生する恐れがある
場合、または機器を損傷する恐れがある場合に、その危険を回避するための注意事
項を記述してあります。

以下のシグナルワードやシンボルマークは、取扱説明書にのみ使用しています。

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

注記
操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。

保護接地端子を示します。

機能接地端子を示します。本端子を保護接地端子として使用しないでください。

■ 本製品の免責について
・	 当社は、保証条項に定める場合を除き、本製品に関してどのような保証も行いません。
・	 本製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の
予測できない本製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびど
のような間接的損害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
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■ SA11対応規格
安全：	 IEC	61010-1
	 EN61010-1
	 設置カテゴリ（IEC	61010 による）：	 I	( 注 )
	 汚染度（IEC	61010 による）：	 	 2	( 注 )
( 注 )	設置カテゴリ Iは過渡過電圧を低レベルに制限するための処置が講じられた回路に接続される機器に適

用されます。
	 汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のある固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示します。

汚染度 2は、通常の室内環境に適用されます。
EMC：	 EN	61326-1	Class	A、Table	2	(For	use	in	industrial	locations)
	 Influence	of	immunity	environment	(Criteria	A):	Output	is	within	accuracy
	 EN	61326-2-3
	 AS/NZS	CISPR11
	 KC	(registred	as	R-R-YPA-SA11)
RoHS：	 EN	50581
設置高度：	2000	m以下
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1. 概要
SA11　SENCOM	スマートアダプタは、変換・伝送・校正・診断機能を持つアダプタで、
専用検出器と接続し、デジタル検出器として使用します。
さらに、検出器に関する校正データなどのデジタルデータを内部に保存できるため、取
り外して実験室など作業のしやすい安全な場所で校正することが可能になります。
また、設置された分析計と組み合わせて行う現場での保守作業が削減され、さらには校
正作業による測定中断時間を短縮でき、現場作業の効率化に貢献します。
通信プロトコルにはModbus を採用し、4線式液分析計「FLXA402」、ディジタル指示警
報計「UM33A-S」、機器調整・設定・管理ソフトウエア「FieldMate」と接続して使用します。

1.1 機器の確認
注意
本機器は衝撃吸収ボックスで梱包されていますが、落下などの強い衝撃で損傷または破
損する恐れがあります。取り扱いには注意してください。

納入された機器は慎重に開梱し、出荷時の損傷がないことを確認してください。損傷が
あった場合は、製品到着時の梱包材（外箱を含む）で梱包し、直ちに運送業者および当
社営業にご連絡ください。

■ 形名と仕様コードの確認
機器のケースに貼付された金属製ラベルに、注文と一致する形名と仕様コード（1.2 節参
照）が記載されていることを確認してください。

図1.1 SA11のラベルの例　
シリアルナンバー（S/N）の説明
X1X2Y3M4N5N6N7N8N9	（例：N3T200304）
	 X1X2：	 	 製造所
	 Y3M4：	 	 製造年 /月コード *
	 N5N6N7N8N9：	 追跡番号
*	 年コード　	T:	2017、U:	2018、V:	2019、W:	2020、	

X:	2021、Y:	2022、Z:	2023、1:	2024、	
2:	2025、3:	2026、…

	 月コード　	1:	1 月、2:	2 月、3:	3 月、…、9:	9 月、	
A:	10 月、B:	11 月、C:	12 月
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1.2 形名およびコード
形　名 基本コード 付加コード 仕　様
SA11 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・ SENCOM	スマートアダプタ

測定パラメータ -P1
-C1

・・・・
・・・・

pH/ORP
導電率（SC）

タイプ -AA ・・・・ 一般
― -N ・・・・ 常に -N
接続タイプ -VS ・・・・ Variopin コネクタ
― -NN ・・・・ 常に -NN
付加仕様 /UM パイプ、壁取付金具（ステンレス製）

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
BA11 ・・・・・・ ・・・・ ジャンクションボックス

材質 -C ・・・・ アルミニウム合金鋳物＋エポキシ塗装
タイプ -AA ・・・・ 一般
接続タイプ -M9 ・・・・ M9コネクタ
付加仕様 /UM 汎用取付金具セット

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
WE10 ・・・・・・・・・・ ・・・・ SENCOMケーブル

材質 -H ・・・・ ハロゲンフリー難燃性
ケーブルタイプ -D ・・・・ デュアル同軸
ケーブル長 -003 ・・・・ 2.95m
端末 -V1 ・・・・ 両端Variopin（オス－メス）
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2. 配線および設置

FieldMate
FieldMate

FLXA402
4線式液分析計

BA11 IB100

Bluetooth

Bluetooth
Ethernet
RS485

WU11-M9-□□
-CN-SWU11-M9-□□

-WP-S

WU11-M9-□□
-WP-S

SA11

WE10 *1

SA11

pH/ORP、
SC検出器

pH/ORP、
SC検出器

WU11-M9-□□
-CN-S *2

SA11

pH/ORP、
SC検出器

IB100を使う場合BA11を使う場合（マルチ接続）

*1： WE10はSA11と検出器の間の延長用ケーブルです。必要に応じて、すべての場合に使用可能です。
*2： IB100の付加仕様/CS2を選択するとWU11-M9-02-CN-S（2ｍ）が付属します。

図2.1 SA11のシステム構成例

2.1 設置場所
SA11 は耐候性があり、屋内と屋外のいずれにも設置できます。
以下の条件に適合する設置場所を選択してください。
•	 機械的な振動および衝撃の無い場所
•	 リレースイッチや電源スイッチが近くに無い場所
•	 当社製の検出器および上位機器が接続できるスペースがある場所
•	 直射日光や厳しい気象条件に曝されない場所
•	 保守作業が可能な場所
•	 腐食性ガスの無い場所
•	 防水処理：IP67、NEMA	Type	4X
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2.2 検出器の接続
注意
Variopin コネクタは、IP67 に適合するように確実に取り付けてください。

SA11は、当社製の検出器の上部にVariopin コネクタで直接取り付けることができます。
SA11の使用周囲温度は、-30℃～ +125℃です。

図2.2 SA11を検出器に直接取り付ける場合

■ WE10延長ケーブルを使う場合
SA11 を当社製の検出器の上部に取り付けるスペースが無い場合、またはプロセス条件が
+125℃以上になる場合は、延長ケーブル（WE10）で SA11 と検出器を接続します。ケー
ブル長は約 3	ｍです。
その場合、SA11はパイプ、壁取付金具（付加仕様：/UM）を使用して SA11を設置可能です。
一般仕様書（GS	12A01F00-01JA）の外形寸法図を参照してください。

図2.3 延長ケーブル使ってSA11を検出器に接続する場合

SA11 の周囲温度は、延長ケーブル（WE10）を使用して検出器に接続した場合は、-30℃
～ +55℃の範囲内に制限されます。
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2.3 上位機器との配線

2.3.1 FLXA402と使用する場合
FLXA402	4 線式液分析計とは、WU11ケーブル（WU11-M9- □□ -WP-S）を使用して接続
します。詳細は、FLXA402 の取扱説明書（IM	12A01F01-02JA）をお読みください。

■ BA11 ジャンクションボックスを使用する場合
FLXA402 に複数の検出器を接続（マルチ接続）する場合、BA11 アクティブジャンクショ
ンボックスを使用する必要があります。
FLXA402 ～ BA11 間は、FLXA402 側がピン端子のWU11ケーブル（WU11-M9- □□ -WP-
S）を使用し BUS（IN）端子に、BA11～ SA11 間は、両端がM9コネクタのWU11ケーブ
ル（WU11-M9- □□ -CN-S）を使用して SENSOR	CONNECTIONS（J1 ～ J4）端子に接続し
ます。該当するコネクタのダストキャップを取り外して配線してください。

BA11 は、汎用取付金具セット（付加仕様：/UM) を使用して、FLXA402	4 線式液分析計
の背面、壁面、パイプに取り付けることができます。
一般仕様書（GS	12A01F00-01JA）の外形寸法図を参照してください。

● 汎用取付金具セット（/UM）の取付け方法　
1.	 BA11 の蓋の四隅のねじ 4本を緩めて、蓋を
開けます。

2.	 取付金具に同梱されているM4× 16	mmね
じ 2本とナットで BA11 を取付金具にしっか
りと固定します。

3.	 蓋のねじ 4本を締め（トルク：1.1 ～ 2.5	N·m）
て、蓋を閉じます。

＜パイプ取付け＞
	 取付金具に同梱されているUボルトと 2組の
ワッシャとナットを使用して、パイプに固定
します。

＜壁取付け＞
	 取付金具に同梱されているねじ 2本（8ｘ 50	
mmまたは 6.3 × 50	mm）を使用して、壁に
固定します。

	 	 注：8	kg の質量に耐える壁に取り付けてください。

＜FLXA402の背面取付け＞
	 FLXA402 を取付ける際に、取付金具を付けた BA11を一緒にねじ止めしてください。
	 FLXA402 の取付けについては FLXA402 の取扱説明書をお読みください。

2.3.2 IB100と使用する場合
IB100	SENCOMインタフェースボックスを使用することにより、FieldMate などの上位機
器と Bluetooth 通信できます。
IB100 ～ SA11 間は、IB100 の付加仕様 /CS2 で付属するWU11ケーブル（2ｍ）またはケー
ブル長の長いWU11ケーブル（WU11-M9- □□ -CN-S）を使用して接続します。
IB100 のワイヤレス通信可能距離は、10	mです。
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2.4 接地
SA11 は、ノイズなどの干渉から保護するために、接続される上位機器を、必ずD級接地
（100	Ω 以下の接地抵抗）して、使用してください。
FLXA402 へ接続する場合は、WU11ケーブルを FLXA402 の SENCOM	SA モジュールに接
続すると SA11は接地されます。

上位機器

WU11ケーブル（最長100m）

アース1

pH/ORP、SC検出器

SA11

図2.4 SA11とFLXA402との接続例1

2.4.1 ノイズの除去
設置やプロセスの環境により、ノイズの影響を受ける場合があります。その場合、以下
の対策により、ノイズを除去してください。

■ 上位機器と測定プロセスの間で、グランド間の電位差がない場合
図 2.5 のように、測定液を接地することにより、ノイズを低減できます。

上位機器

WU11ケーブル（最長100m）

アース1

pH/ORP、SC検出器

SA11

アース2

図2.5 SA11とFLXA402との接続例2（アース１、アース２の電位差がない場合）
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■ 上位機器と測定プロセスの間で、グランド間の電位差がある場合
上位機器のグランド（アース 1）と、被測定液のグランド（アース 2）の間に電位差があ
る場合、グランドループによるノイズを避けるために、接続に注意が必要です。グラン
ドループを作らないために、以下の対策を行ってください。
対策 a	 	接続は、図 2.5 のまま、SA11 の筐体を絶縁シートなどで絶縁し、導電性の物に接

触しないようにしてください。
対策b	対策 aが困難な場合、図 2.6 を参照し、以下のように接続してください。
・	 FLXA402 に接続している場合、WU11 ケーブルの端子 No.	82 を、FLXA402 の
SENCOM	SA モジュールのNC端子に接続します。

	 他の上位機器に接続している場合、No.	82 が導電性の物と接触しないように絶縁し
てください。

・	 SA11 は、パイプ・壁取付け金具（/UM）を用いて、筐体を接地してください。

上位機器

WU11ケーブル（最長100m）

アース1

pH/ORP、SC検出器

SA11

アース2

SA11（/UM付）

端子No. 82

図2.6 SA11とFLXA402との接続例3（アース１、アース２の電位差がある場合 対策b）

2.4.2 IB100との接続
IB100 はバッテリ駆動デバイスのため接地されません。
SA11を CEマークに準拠させ使用する場合は、SA11の筐体を接地して使用してください。
パイプ・壁取付け金具（/UM）を使用して、接地する例を図 2.7 に示します。

IB100

WU11ケーブル（最長10m）

pH/ORP、SC検出器

SA11（/UM付）

アース

図2.7 SA11とIB100との接続例
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3. 操作
すべての配線完了後、上位機器の電源を投入します。上位機器の設定を行っていない場
合は、エラーインジケータが表示される、または間違った測定値が表示される可能性が
あります。上位機器の取扱説明書で初期設定の内容を確認し、目的に応じて設定を変更
してください。

4. 保守
SA11 スマートアダプタは、定期的な保守はほとんど必要ありません。
コネクタの接点はほこりや人の手が直接触れないようにしてください。特に、pH測定は
高インピーダンスの検出器を使用してください。
SA11を使用しないときは、ダストキャップを付けて保管してください。

水や水蒸気に対する耐候性を維持するために、機器の取り付け（再取り付け）の際にコ
ネクタが正しく取り付けられていることを確認してください。

注意
本機器は研磨剤や有機溶剤を使用して洗浄しないでください。

各検出器の保守は、各検出器の取扱説明書をお読みください。
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