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i	 	 ＜はじめに＞

◆ はじめに
FU20F pH/ORP SENCOM

TM

検出器は、デジタル通信機能を備えた「SENCOM
TM

」シリーズ検
出器です。校正データなどの検出器固有の特性が内部に保存されているので、購入した
検出器を変換器に接続すれば、校正することなく (*1)、測定が可能になります。
検出器の校正は、FLXA

TM

202/FLXA
TM

21　2 線式液分析計または SPS24 SENCOM
TM

 PC ソフト
ウェアをインストールした PC に接続した状態であれば、現場でも試験室でも行うことが
できます。
検出器が FLXA202/FLXA21 に接続された場合、検出器に保存されている校正データは
FLXA202/FLXA21 に自動的に設定されます。
*1： 工場出荷時の校正は NIST 準拠の校正液（pH7 と pH4）にて実施されています。これ以外の校正データ

が必要な場合は、ご使用前に校正をする必要があります。

インタフェースボックス
（最大 4 個まで）

SENCOM 検出器（最大 4 本まで同時校正可）

Windows PC*

WU11 SENCOM ケーブル
（デジタル通信）

USB ケーブル SPS24 SENCOM 
PC ソフトウェア

* お客様ご用意

・・・

FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計（SENCOM モジュール）

FU20F SENCOM 検出器
（1 本接続可）

コネクタ接続
WU11 SENCOM ケーブル

（デジタル通信用）

SENCOM 検出器は、校正データなどの検出器特性を内部に保存できます。

SENCOM 検出器をはずし、現場 <---> 実験室間で相互に移動可です。

例：PC 上で校正した保存データを PC<--->FLXA 間で相互に利用可です。

●現場で使用

●試験室で校正

図1 システム概要

本書は FU20F pH/ORP SENCOM 検出器について説明しています。
pH/ORP 測定システム関連機器の取扱説明書も参照してください。

形　名 製品名 IM No.
FLXA202、FLXA21 2 線式液分析計 IM 12A01A02-01
WU11 SENCOM ケーブル IM 12B06W02-03
SPS24 SENCOM PC ソフトウェア IM 12A01S02-01
PH8HF 流通形ホルダ IM 12B07N01-01
PH8HS 潜漬形ホルダ IM 12B07M01
PH8AX pH アクセサリおよび補用品 IM 12B07W03-01
OR8AX ORP アクセサリおよび補用品 IM 12C04W02-01

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。

Media No. IM 12B06J03-04   5th Edition :Apr. 2018 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2013, Yokogawa Electric Corporation

5th Edition : 2018.04.08-00
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■ 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。

■ 商標
・FLEXA、FLXA、SENCOM は、横河電機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。
・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。

5th Edition : 2018.04.08-00
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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。

■ 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、本製品に関していかなる保証も行いません。
・ 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い
かなる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。

5th Edition : 2018.04.08-00
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■ 保証とサービス
▪ 当該製品を無断で改造することは固くお断りします。

▪ 保証の期間は、ご購入時に弊社よりお出しした見積書に記載された期間とします。
保証サービスは、弊社の規定に従い対処いたします。摩耗や破損、不適切な保守作業、
腐食、化学工程の影響による損害については、本保証の対象外とします。弊社が定
める地域以外における出張修理対象製品の修理の場合は、保証期間中においても技
術者派遣費が有料となります。

▪ 保証期間内に、弊社納入品に弊社の責任による故障が生じた場合には、故障内容を、
弊社指定の販売窓口または最寄のサービス事業所にお持込いただくか、お送りくだ
さい。

 ・ 故障が生じた納入品の形名・シリアル番号、不具合の内容および経過などについ 
 て具体的にご連絡ください。略図やデータなどを添付していただければ幸いです。

 ・ 新品交換の際は、修理レポートは添付いたしません。

▪ 次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
 ・ 取扱説明書などに記載されている保証対象外部品の故障の場合。
 ・ 弊社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による 

 故障の場合。
 ・ お客様の不適当なまたは不十分な保守による場合。
 ・ 弊社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
 ・ 納入後の移設が不適切であったための故障または損害の場合。
 ・ 指定外の電源（電圧、周波数）使用または電源の異常による故障の場合。
 ・ 弊社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当 

 な保守による故障の場合。
 ・ 火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射線汚染、およびその他 

 天災地変などの不可抗力的事故による故障の場合。

▪ 弊社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねま
す。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

▪ 弊社で取り扱う製品を組込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直接
的、間接的損害に対しては責任を負いかねます。

▪ 製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後 5 年間とさせていた
だきます。本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄のサービス事
業所もしくはお買い求め先弊社指定販売窓口へご相談ください。

5th Edition : 2018.04.08-00



IM 12B06J03-04

v	 	 ＜	目　次	＞

IM xxxxxxxx-xx  xx版

5th Edition : 2018.04.08-00

FU20F
pH/ORP SENCOM検出器

IM 12B06J03-04   5版

◆ はじめに ...................................................................................................... i
◆ 安全に使用するための注意事項 .............................................................. iii
1. 概　要 .....................................................................................................1-1

1.1 標準仕様 ............................................................................................................1-1
1.2 形名およびコード .............................................................................................1-3
1.3 外形寸法 ............................................................................................................1-4

2. 設　置 .....................................................................................................2-1
2.1 設置準備 ............................................................................................................2-1

2.1.1	 開梱および外観の点検	.............................................................................................2-1
2.1.2	 ホルダの設置	..............................................................................................................2-1
2.1.3	 受信器の準備	..............................................................................................................2-1

2.2 設置要領 ............................................................................................................2-2
2.2.1	 配管に直接取り付ける場合	.....................................................................................2-2
2.2.2	 ホルダへ取り付ける場合	.........................................................................................2-3
2.2.3	 PH8HS潜漬形ホルダに取り付ける場合................................................................2-3
2.2.4	 PH8HF流通形ホルダに取り付ける場合	................................................................2-6

2.3 検出器ケーブルの接続要領 ..............................................................................2-7

3. 検出器のご使用方法 ...............................................................................3-1
3.1 運転と定期保守 .................................................................................................3-1

3.1.1	 標準液校正	...................................................................................................................3-1
3.1.2	 検出器の洗浄	..............................................................................................................3-2

3.2 検出器ケーブルコネクタ着脱操作方法 ...........................................................3-3

4. TIIS防爆検定品の使用について .............................................................4-1
4.1 防爆仕様と表示事項 .........................................................................................4-1
4.2 システム構成.....................................................................................................4-2

取扱説明書　改訂情報 ........................................................................................ i



Blank Page



IIM 12B06J03-04

	 	 ＜ 1.		概　要＞ 1-1

1. 概　要
「FU20F pH/ORP SENCOM 検出器」は、pH 測定用ガラス電極と ORP 測定用白金電極および、

液絡部（フッ素樹脂（PTFE）ジャンクション）を備えた pH/ORP の同時測定が可能な複
合検出器です。さらに、温度測定用白金抵抗を内蔵し、フッ素樹脂（PTFE）膜を使用し
たダブルジャンクション構造の採用で、一般の pH 測定はもとより、排水処理施設や下水
処理施設（好気槽、嫌気槽）、し尿処理施設に至るまで、広いアプリケーションでご使用
できます。さまざまな用途で設置ができるよう、ホルダ取付けアダプタを利用して各種
ホルダに取り付けることができます。また、配管への直接取付けも可能です。

1.1 標準仕様
測定範囲：

pH；  0 ～ 14（*1）
ORP； -1500 ～ 1500 mV
rH；  0 ～ 100（*2）

*1： 室温での測定範囲は、0 ～ 14 pH です。高温時または 2 ～ 12 pH を外れて使用する場合、検出器の寿命
は極端に短くなることがあります。

*2： rH とは、pH の影響を考慮した、液体の酸化力の程度を表す指標です。pH と ORP の値から近似計算し
て表しています。

温度範囲：  -10 ～ 105℃（検出器本体のみ、測定液が凍結しないこと、ホルダと組み
合わせる場合にはホルダの使用温度にも依存します）

圧力範囲：  右図参照（検出器本体のみ、ホルダと組み合わせる場合にはホルダの使用
圧力にも依存します）

導電率： 50 µS/cm 以上
内部液： 飽和 KCl 溶液（補充不要）
測温抵抗体： Pt1000（検出器の温度補償用です、
温度制御用ではありません）
組み合わせ変換器： FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計
または PC（SPS24 専用ソフトウェア使用）
使用可能なホルダ（アダプタ必要）： 潜漬形ホルダ PH8HS または流通形ホルダ PH8HF

       自動洗浄が必要な場合は、ジェット洗浄または超音
波洗浄付を指定してください。ブラシ洗浄は使用で
きません。

接液部材質：
ボディ； ライトン（PPS-40GF）、ガラス、白金、フッ素樹脂（PTFE）
アダプタ； SUS316、チタン、ハステロイ C のいずれか
O リング； フッ素ゴム（FKM）

注意
接液部材質は、使用するプロセスの特性を十分考慮して選定ください。間違った材質選
定によって漏洩したプロセス流体が、設備に甚大な影響を与える可能性があります。特に、
塩酸、硫酸、硫化水素、次亜塩素酸ナトリウムなど腐食性の強いプロセス流体について
は十分ご注意ください。製品の接液部構造について少しでもご不明な点は必ずお問い合
わせください。

質　　量： 約 0.15 kg（検出器単体）
保存温度： -10 ～ 50℃
ケーブル長： 最長 20 m

ºC-10 25 50 1050

0.5

0

1
MPa
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安全規格 :
EMC 適合性； Directive 2004/108/EC
IEC 61326-1； 2005 Class A (control and laboratory use)
IEC 61326-1； 2005 (use in industrial locations)
低電圧指令； Directive 2006/95/EC

防爆：
FU20F は以下の TIIS 本質安全防爆構造です。
製造者名： Yokogawa Europe B.V.
品名： pH センサ
型式の名称： FU20F
防爆等級： Ex ia IIC T4
安全保持定格：
 本安回路許容電圧（Ui）：  6.1 V
 本安回路許容電流（Ii）：  230 mA
 本安回路許容電力（Pi）：  1.2 W
 内部インダクタンス（Li）： 4 µH
 内部キャパシタンス（Ci）： 30 µF
 周囲温度 :  -40℃～ +80℃
 被測定液体温度 : -40℃～ +110℃
防爆品として使用する場合は必ず 4 項をお読みください。

FU20F SENCOM 通信仕様：
FLXA202/FLXA21 分析計または PC と WU11 ケーブルで接続します。検出器とはケーブル
コネクタで接続します。コネクタ・ピン配置を図 1.1 に示します（WU11 ケーブルの詳細
は、別途発行の IM 12B06W02-03 を参照してください）。

通信規格； 双方向デジタル通信（RS485、MODBUS 相当）
通信速度； 9600 bps
主な出力データ； pH と温度補償済 pH、ORP、ORP（ガラス電極基準）、rH、温度、
    ジャンクション抵抗値、検出器の詳細（形名、シリアル番号、製造年月日）、
    検出器校正データ（ゼロ、スロープ、温度オフセット）、検出器
    ステータス信号など
電源範囲； 2.7 ～ 3.6 V DC 
消費電力； 最大 20 mW

注記
FU20F使用上の注意：

・ 検出器単体を水没させることはできません。ホルダと組み合わせた場合でも、雨が
あたる屋外や結露する湿度の高い場所での使用は、避けてください。

・ 水平方向や下からの設置はできません。垂直設置（ガラス電極内に気泡が溜らない
よう水平より 15 度以上傾けること）としてください。

・ pH 電極のガラス感応膜は、保管している間にも徐々に劣化が進みます。未使用のも
のであっても使用不能になることがありますので、1 年以上の保管は避けてください

ピンNo. 信　号 FLXA202/FLXA21など
端子No.

1 データ－ 83
2 データ + 84
3 電源 + 87
4 シールド 82
5 電源 /Gnd 86

5th Edition : 2018.04.08-00

図1.1 ケーブルコネクタ・ピン配置
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Oリング（内側）

ケーブル側は（メス）、検出器側は（オス）です。

ケーブルコネクタ正面図



IIM 12B06J03-04

	 	 ＜ 1.		概　要＞ 1-3

1.2 形名およびコード

● FU20F SENCOM 検出器

形　名 基本コード 付加コード 仕　　様
FU20F ･･･････････････････ ･････････････ pH/ORP SENCOM 検出器
タイプ -NPT ･････････････ 一般形

● pHアクセサリ

形　名 基本コード 付加コード 仕　　様
PH8AX ･････････ ･････････････ pH アクセサリ一式 (*1)
校正用試薬 -L

-P
･････････････
･････････････

pH7、pH4 それぞれ 250 mL ポリエチレン瓶入り× 1 瓶　計 2 瓶
pH7、pH4 それぞれ 1 袋 500 mL 分× 12 袋　計 24 袋
および 500 mL ポリエチレン瓶 2 個

スタイル記号 *A ･････････････ スタイル A
付加仕様 /STD センサスタンド（50A パイプへの取付金具付）

*1： 基本アクセサリには次のものが含まれます。
 200 mL ポリエチレンカップ × 2
 洗浄ビン   × 1

● ORPアクセサリ

形　名 基本コード 付加コード 仕　　様
OR8AX ･････････ ･････････････ ORP アクセサリ一式 (*1)
スタイル記号 *A ･････････････ スタイル A
付加仕様 /STD センサスタンド（50A パイプへの取付金具付）

*1： 基本アクセサリには次のものが含まれます。
 200 mL ポリエチレンカップ   × 2
 洗浄ビン     × 1
 キンヒドロン粉末（250 mL 調製用 3 回分） × 1
 250 mL ポリエチレンビン   × 1

● 補用品など
品　名 部品番号 備　考

ホ
ル
ダ
取
付
け
用(

注)

アダプタ一般用
（常用 pH3 ～ 14）

K9145ZF ステンレス鋼（SUS316）

アダプタ塩水用 K9145ZG チタン
アダプタ酸用

（常用 pH0 ～ 4）
K9145ZH ハステロイ C

校正用緩衝液（pH4） K9084LL 250 mL ポリエチレンビン 6 本 1 組
校正用緩衝液（pH7） K9084LM 250 mL ポリエチレンビン 6 本 1 組
校正用緩衝液（pH9） K9084LN 250 mL ポリエチレンビン 6 本 1 組
標準液試薬（pH4） K9020XA 500 mL 調製用 12 袋
標準液試薬（pH7） K9020XB 500 mL 調製用 12 袋
標準液試薬（pH9） K9020XC 500 mL 調製用 12 袋

注： ホルダと組み合わせるには、必ず取付け用アダプタ（部品番号）を手配してください。
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1.3 外形寸法

● FU20F pH/ORP SENCOM 検出器

150

215.5

19.6

22.5

ø21

19.6

58.8

ø26

ø22

3/4NPT

● ホルダ取付け用アダプタ

3/4NPT31

ø38

84

8.5

検出器取付ねじ

潜漬形ホルダ
PH8HS 使用時の
Oリング取付位置

流通形ホルダ
PH8HF 使用時の
Oリング取付位置
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部品番号 材　　質
K9145ZF ステンレス鋼（SUS316）
K9145ZG チタン
K9145ZH ハステロイ C

36 平面7

単位：mm

単位：mm
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2. 設　置

2.1 設置準備

2.1.1 開梱および外観の点検
FU20F 検出器は、輸送中に負担を受けないよう十分に梱包されています。
お手元に届いたら丁寧に開梱し、外観を目視点検してください。また、WU11 検出器ケー
ブルや、ホルダ取付け用アダプタなども、ご注文どおりの品であることを確認してください。

注意
・ FU20F 検出器の「液絡部（フッ素樹脂（PTFE）ジャンクション）」および「ガラス電極」

は、乾燥させないようにします。したがって、検出器先端部に被せてある保護キャッ
プは設置時まで元どおりに取り付けておいてください。

・ 検出器に保護キャップを着脱する時、キャップ内に空気が入ると外れやすくなります。
 このため、キャップの両側を押し込み、空気を抜きながら着脱してください。
 キャップ内には KCl 溶液が入っています。漏れた場合には、洗い流してからご使用く

ださい。

WU11ケーブル

コネクタ接続

保護キャップ

FU20F pH/ORP
SENCOM検出器

ホルダに組み込む場合は、
アダプタを装着します。

ピン端子付き
リード線

アダプタ

アダプタ

FU20F 検出器

3/4NPT めねじ

図2.1 FU20F pH/ORP SENCOM検出器関連の名称

2.1.2 ホルダの設置
検出器を PH8HS 潜漬形ホルダまたは PH8HF 流通形ホルダに組み込んで使用する場合は、
該当ホルダの設置準備がされていることを確認してください。

2.1.3 受信器の準備
検出器を接続する受信器（FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計、PC 接続の場合はインタフェー
スボックスなど）の、設置作業が完了していることを確認してください。
FU20F 検出器と WU11 ケーブルを接続する場合、2.3 項を参照してください。
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2.2 設置要領
検出器単体をホルダなしで、水没させることはできません。ホルダと組み合わせた場合
でも、雨があたる屋外や結露する湿度の高い場所は避けてください（雨除けなどを設置
してください）。

2.2.1 配管に直接取り付ける場合
FU20F pH/ORP SENCOM 検出器には 3/4NPT ねじが 2 か所あります。3/4NPT めねじに固
定することができます。

・ 配管に直接取り付けることが可能です。保守時の取り外しを考慮し、バイパスライ
ンを準備することをお勧めします。

・ 検出器の取付け方向は、垂直設置（ガラス電極内に気泡が溜らないよう水平より 15 
度以上傾けること）としてください。必ず接液部が下部になるように取り付けてく
ださい。水平や下からの設置はできません。

・ 漏れ防止のため、ねじ部には、ねじの先端側（下側）端の同じ位置にシールテープを
7 巻き以上重ねて巻いてねじ込んでください。シールテープは、厚みが約 0.1 mm、
幅が約 13 mm のものを使用してください。液漏れがある場合は、シールテープを更
に巻いてください。

・ ご使用後に緩みが生じた場合は、約 4 N･m にて増し締めしてください。

注意
・ ねじ込みトルクは、約 4 N･m としてください。
・ 検出器をねじ込む場合、コネクタ部分を持たないでください。破損する恐れがあり

ます。検出器ボディ本体を持ってねじ込んでください。
 また過大な力でねじ込むと、検出器を破損することがありますので、ご注意ください。

FU20F

FU20F

コネクタ部分を持って
ねじ込まない

検出器ねじ先端側（下側）端の
同じ位置にシールテープを7巻き
以上重ねて巻いてください。

約 13mm

ねじ先端

シールテープ

図2.2 配管に直接取り付ける場合

5th Edition : 2018.04.08-00
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2.2.2 ホルダへ取り付ける場合
ホルダに取り付ける場合は、あらかじめ検出器にホルダ用アダプタを取り付けておきます。
(1) 検出器の先端部に被せてある保護キャップ（輸送・保管用）を取りさります。
(2) 検出器をホルダ用アダプタに取り付けます。漏れ防止のため、ねじ部には、ねじの先端

側（下側）端の同じ位置にシールテープを 7 巻き以上重ねて巻いてねじ込んでください。
シールテープは、厚みが約 0.1 mm、幅が約 13 mm のものを使用してください（図 2.3 参照）。

 液漏れがある場合は、シールテープを更に巻いてください。ねじ込みトルクは、約 4 
N･m としてください（前ページの注意参照）。ご使用後に緩みが生じた場合は、約 4 
N･m にて増し締めしてください。

アダプタ

アダプタに
ねじ込む

コネクタ部分を
持ってねじ込まない

検出器ねじ先端側（下側）端の
同じ位置にシールテープを7巻き
以上重ねて巻いてください。

約 13 mm

ねじ先端

シール
テープ

図2.3 検出器へホルダ用アダプタの取り付ける場合

 検出器をホルダへ取り付ける手順を以下に示します。取り外す場合は逆の手順になります。
 またホルダに取り付けるまで時間を要する場合は、電極部が液体に浸った状態で保管します。
 KCl 溶液を入れた保護キャップを被せておいてください。
 以降の作業は、検出器をアダプタに取付けた状態で行います。

2.2.3 PH8HS潜漬形ホルダに取り付ける場合
ホルダに、検出器およびケーブルを取り付けます。潜漬形ホルダが設置された状態になっ
ている場合は、いったん、検出器ホルダ部分を取り外します。洗浄器無しパイプ取り付
けの場合は、検出器ホルダ固定用ナットを緩めて取り外します。

F2.4.ai

検出器ホルダ

検出器ホルダ
固定用ナット

ステンレス製ブラケットの場合

ブラケット

直交パイプ継手

アームパイプ
検出器ホルダ

ナット

アームパイプ取付け用（洗浄器無し）の場合

図2.4 検出器ホルダの取付部（洗浄器無し、パイプ取付の例）
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洗浄器無しフランジ取付けの場合、フランジに固定している 2 本のボルトを緩めて検出
器ホルダ部分を取り外します。

F2.5.ai

固定用ボルト

フランジ

一般形フランジ取付用（洗浄器無し）の場合

図2.5 フランジ取付けの着脱部（洗浄器無し） 図2.6 パイプ取付けの着脱部（洗浄器付き）

洗浄器付きの場合は、パイプ取付け用およびフランジ取付け用のいずれも、洗浄器ホルダ
部固定金具のねじを緩めた状態で、検出器ホルダを上部にスライドさせて取り外します。
(1) 検出器の組み込みは、図 2.9 のように、ホルダの防水キャップカバーを開け、ホルダ

パイプに WU11 ケーブルを挿入します。
 ただし、ホルダの先端部にねじ込まれているプロテクタを取り外したうえ、スポン

ジ（輸送用部品、検出器組み込み後は不要）を取りさってください。O リング（ホ
ルダに付属）は、アダプタ上部に取り付けておきます（図 2.7）。

 なお、ホルダに WU11 ケーブルを通す際、ホルダ内に汚れや水滴が付着している場合
は、WU11 ケーブルのコネクタ部をポリ袋で覆うなどして、きれいに保つ配慮をして
ください。WU11 ケーブルのコネクタ側を、ホルダパイプ部から引き出してください。

(2) FU20F 検出器に WU11 ケーブルを接続します。検出器のコネクタ部に被せてある
キャップ（輸送・保管用）を取り去り、ケーブルコネクタを検出器プラグに差し込
んでください。そして、ロック（ねじ結合）します。

(3) プロテクタをねじ込み、検出器ホルダに検出器ボディを固定します。
 プロテクタは、検出器ボディのフランジ部分が O リングを強く押し付けた状態にな

るよう、十分にねじ込んでください（図 2.8）。
(4) 防水キャップカバーをしっかり閉め、ホルダを元どおり、アームパイプ（またはブラ

ケット）などに固定してください。

3/4NPT
検出器取付ねじ

潜漬形ホルダ
PH8HS 使用時の
Oリング取付位置

流通形ホルダ
PH8HF 使用時の
Oリング取付位置

図2.7 アダプタへのOリングの取付け位置  図2.8 プロテクタへの取付け状態
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F2.6.ai

固定用金具

洗浄器ホルダ

検出器ホルダ

パイプ取付け用（洗浄器付き）の場合

O リング

検出器

プロテクタ

アダプタ

F2.8.ai
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・ WU11 ケーブルの接続については、2.3 項も参照してください。
・ ケーブルコネクタ脱着時の注意事項については、3.2 項を参照してください。
・ ホルダ取付け要領については、該当ホルダの取扱説明書も参照してください。

（取り去る）

アダプタ（FU20F検出器にあらかじめ装着しておく）

プロテクタ

Oリング
WU11ケーブルをFU20F検出器にコネクタ接続する

スポンジ

防水キャップカバー

防水キャップ

FU20F検出器ボディ

WU11ケーブル

潜漬形ホルダパイプ部

WU11ケーブルを
パイプに通す

WU11ケーブルを挿入する

図2.9 検出器・ケーブルの組み込み方

5th Edition : 2018.04.08-00



2-6	 	 ＜ 2.		設　置	＞

IM 12B06J03-04

2.2.4 PH8HF流通形ホルダに取り付ける場合
(1) ホルダから固定用ナット（キャップ）を外します。

固定用ナット

FU20F検出器
（アダプタ装着済）

ノズル（ジェット洗浄の例）

Oリング

流通形ホルダ

WU11ケーブルをSENCOM検出器に
コネクタ接続する

WU11ケーブル

図2.10 検出器ケーブル結線前の処置

(2) ホルダ付属の O リングをアダプタ部先端に取り付けます。O リングの取付け位置は、
図 2.7 を参照してください。

 検出器をホルダに挿入し、固定用ナット（キャップ）で十分に押さえます。

F2.10.ai

流通形ホルダ

検出器固定ナット

ホルダ取付パイプ

検出器

シール用Oリング

図2.11 流通形ホルダへの検出器取付け状態例

(3) 検出器ケーブルは、2.3 項を参照して、誤りのないように接続してください。
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2.3 検出器ケーブルの接続要領
WU11 ケーブルのリード線端末（ピン端子）には、端子番号（80 番台）のタグが付いて
います。FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計や PC 接続用インタフェースボックスと接続す
る場合、同一の端子番号に接続してください（3.2 項も参照）。
WU11 ケーブルのもう一方を、FU20F 検出器にコネクタ接続します。
コネクタを接続する場合、WU11 ケーブルが接続された機器（FLXA202/FLXA21 2 線式液
分析計、PC 接続の場合はインタフェースボックスなど）の電源が入っている状態でも接
続可能です。
ケーブルを接続後、FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計や接続 PC の画面が測定状態になり、
エラーが出ていないことを確認してください。

MODEL CODE
Serial #

ピン端子

検出器側 変換器側

M9コネクタ

ピン No. 信　号         FLXA202/FLXA21 など端子 No.
 1 データ - 　　　83
 2  データ + 　　　84
 3 電源 + 　　　87
 4 シールド 　　　82
 5 電源 /Gnd 　　　86

検出器側（オス） ケーブル側（メス）

21

5

4

3

Oリング（内側）

コネクタ正面図

図2.12 WU11ケーブル・コネクタピン割付

FU20F pH/ORP SENCOM 検出器には、工場出荷時の校正データが保存されていますが、
用途に応じて校正することをお勧めします（3.1.1 項参照）。

注意
電源を入れた状態で、FU20F 検出器から WU11 ケーブルを外す場合には、注意が必要です。
外し方は 3.2 項を参照してください。

5th Edition : 2018.04.08-00



Blank Page



IM 12B06J03-04

3-1	 	 ＜ 3.		pH 検出器のご使用方法	＞

3. 検出器のご使用方法

3.1 運転と定期保守
FU20F pH/ORP SENCOM 検出器は、校正データなどが内部に保存されています。購入し
た検出器を変換器に接続すれば、校正することなく (*1)、測定が可能になります。
検出器は、使用していますと劣化や汚れにより、感度が鈍り、応答が悪くなります。
汚れが原因の場合は、洗浄などの保守（3.1.2 項）をすることで、特性の回復を計ってく
ださい。
標準液で校正できなくなった場合は、新品と交換してください。交換後も同様に校正す
ることなく (*1) 測定が可能です。検出器は、消耗品とお考えいただき、使用実績から適
当な周期で新品と交換することをお勧めします。
*1： 工場出荷時の校正は NIST 準拠の校正液（pH7 と pH4）にて実施されています。これ以外の校正データ

が必要な場合は、ご使用前に校正をする必要があります。

注記
・ 検出器本体を長時間乾燥状態におく場合、ガラス感応膜を乾燥させないようにしてください。
・ 保護キャップをつけたまま保管することをお勧めします。
・ 保護キャップをつけないで保管する場合は、KCl 溶液などに浸しておきます。
・ また乾燥によって応答が遅くなった場合は、数時間液中に浸してください。

3.1.1 標準液校正
検出器は、工場出荷時に校正済みですが (*1)、使い方に応じて校正することをお勧めします。
FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計や PC（SPS24 ソフトウェア使用）と接続し、校正をします。
校正操作の詳細はそれぞれの取扱説明書を参照してください。校正値は検出器自身に保
存されます。検出器を FLXA202/FLXA21 や PC に再接続すると、検出器に保存された最新
の校正値が自動的に取り込まれます。

SENCOM検出器

コネクタ接続

Windows PC

WU11
SENCOMケーブル

USBケーブル

SPS24
SENCOM

PCソフトウェア
インタフェース
ボックス 

現場で
使用

試験室で
校正

FLXA202
/FLXA21
2 線式
液分析計

図3.1 現場で使用<-->試験室で校正
pH ガラス電極の起電力は、汚れの付着や劣化の進行によって徐々に変化します。したがっ
て、標準液校正は、測定誤差が許容値を超えない周期で定期的に行う必要があります。
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ORP 電極の健全性は，酸化還元電位が既知の溶液を測定したときに得られる測定値が、許
容範囲に入っているかどうかで判断します。範囲外の場合は校正や保守が必要となります。
標準液校正やチェックの実施要領については、FLXA202/FLXA21 2 線式液分析計や SPS24 
PC ソフトウェアの該当の取扱説明書を参照してください。

3.1.2 検出器の洗浄
ガラス電極（金属電極）や液絡部（フッ素樹脂（PTFE）ジャンクション）に付着した汚れは、
多くの場合、測定値に誤差を与えます。
したがって、汚れ成分を含む溶液を測定している場合には、汚れの度合に応じて、定期
的に洗浄する必要があります。
高アルカリ性溶液の測定に常用している場合のように、目には見えない化学的汚れの影響
を受けて検出器の性能低下が生じるときは、酸洗浄が必要です。ただし、検出器を洗浄付
ホルダに組み込んで使用するとき、検出器は連続的（超音波洗浄の場合）あるいは間欠的

（ジェット洗浄の場合）に自動洗浄されるので、通常、改めて洗浄を行う必要はありません。

洗浄は、次の要領で行ってください。
(1) 検出器本体を取り外してください。
(2) 汚れの種類により、以下の手順で洗浄してください。

＜懸濁物・粘着性物質・微生物などによる汚れの場合＞
 柔らかな紙などを使用して汚れを拭き取ってください。液絡部（フッ素樹脂（PTFE）

ジャンクション）は、さらに水を吹きかけて残りの汚れを洗い落してください。
＜油性物質による汚れの場合＞
 しばらくの時間（汚れ具合によって異なるが、数十分から数時間）、ビーカなどに入れ

た中性洗剤溶液に浸して汚れを清掃し、洗剤が残らないよう、十分に水で洗い流します。
＜金属の吸着など、化学的汚れの場合＞
 1 ～ 2% 程度に薄めた塩酸溶液に数分間浸してください（酸洗浄）。
 その後水で十分洗い流してください。

(3) 目視にて検出器の損傷を確認してください。
(4) 検出器を標準液で校正してください。
(5) 検出器本体を再び取り付けてください。

注意
・ 検出器全体に洗浄液をかけるのは避けてください。洗浄液によっては、上部ケース

にあるラベルやコネクタを損傷する可能性があります。下部の電極部分だけを洗浄
してください。

・ トリクロロエチレン、トルエン、またはヘキサンのような非極性溶媒で洗浄するの
は避けてください。イソプロパノール、メタノールは使用可能です。非極性溶媒を
使用すると、電極部のゲル層が破壊されます。復帰には、電極部分を 12 時間以上、
水に浸す必要があります。

・ 長期間、空気中に放置されて液絡部（フッ素樹脂（PTFE）ジャンクション）が乾燥
した場合、水道水や KCl 溶液などに電極をしばらく浸してから使用してください。
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3.2 検出器ケーブルコネクタ着脱操作方法
検出器は、定期的に保守（洗浄、校正）を行う必要があるため、検出器のケーブルコネ
クタを着脱することがあります。着脱の際にコネクタ部に水や埃が入らないようにして
ください。汚れや錆がある場合には、ブラシなどを用いて汚れや錆を取り除いてください。
水滴がある場合には、乾いた布などでふき取り、十分に乾燥させてください。

● 取付け方法
(1) ケーブルコネクタを検出器側のプラグに軽く当てながら回転させて、検出器側のプ

ラグの「位置合わせ溝」とコネクタが正しく噛み合う位置に合わせてください。
(2) 正しく噛み合う位置でコネクタに完全に差し込んでください（この時に力が必要な

場合は、位置が合っていません、絶対に無理に差し込まないでください）。
(3) 完全に差し込んだ状態で A 部分を持ち、B のナットを右に最後まで回して固定して

ください。ナット内部の O リングでシールしますので、手で十分締め込んでください。

● 取外し方法
(1) A 部分を持ち、B のナットを左に回して緩めてください。
(2) B のナットが完全に緩んでから、A 部分を持ち検出器からケーブルを外してください。

A

B
位置合わせ溝

目視で位置合わせ溝を合わせてください。

位置合わせ溝は、小さく
暗い場所では見えにくいです。
懐中電灯等で照らし、
明るくして作業をしてください。

ナット

プラグ

ナット内部にはシール用
Oリングがあります。

（検出器側）

着脱時、ケーブルコネクタ部に過大な力を加えると、
破損する恐れがあります。

図3.2 コネクタ着脱手順

注意
電源を入れた状態でWU11ケーブルを外す場合の注意事項

・ PC ソフトウェア SPS24 の場合、［切断］せずに外すと、検出器のデータを破損する
場合があります。切断操作については、PC ソフトウェア SPS24 の取扱説明書を参照
してください。
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4. TIIS防爆検定品の使用について

4.1 防爆仕様と表示事項
製造者名： Yokogawa Europe B.V.
品名：  pH センサ
型式の名称： FU20F
防爆等級： Ex ia IIC T4
安全保持定格：

本安回路許容電圧（Ui）： 6.1 V
本安回路許容電流（Ii）： 230 mA
本安回路許容電力（Pi）： 1.2 W
内部インダクタンス（Li）： 4 µH
内部キャパシタンス（Ci）： 30 µF
周囲温度 :  -40℃～ +80℃
被測定液体温度 : -40℃～ +110℃

図4.1 TIIS防爆品の銘板例
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4.2 システム構成
TIIS 本質安全防爆品として FU20F の使用例を以下に示します。下記の使用例と実際の使
用条件は異なる場合がありますので、ご注意ください（FLXA21 と組み合わせて FU20F を
TIIS 本質安全防爆品として使用することはできません）。

本安機器

FU20F

危険場所 非危険場所
安全保持器

図4.2 TIIS防爆品としての構成例1

FU20F

危険場所 非危険場所
安全保持器

図4.3 TIIS防爆品としての構成例2

FU20F と接続して使用する変換器 / 安全保持器は、型式検定に合格したもので、以下の
条件を満足するものを使用してください。
(1) 安全保持定格
 本安回路最大電圧 6.1 V 以下
 本安回路最大電流 230 mA 以下
 本安回路最大電力 1.2 W 以下
(2) 性能区分およびグループ
 性能区分 ia
 グループ IIC
(3) 本安回路許容インダクタンス（Lo）および本安回路許容キャパシタンス（Co）と、

本安回路外部配線のインダクタンス（Lc）およびキャパシタンス（Cc）との関係
  Lo ≧ Li (4 µH) + Lc
  Co ≧ Ci (30 µF) + Cc
(4) PH センサ周囲温度 -40℃～ +80℃
 被測定液体温度範囲 -40℃～ +110℃
(5) 本安機器、本安関連機器およびそれらを接続する配線は、電磁誘導または静電誘導

により、本安回路の本質安全防爆性能を損なうような電流および電圧が、該当本安
回路に誘起されないように配置されているものであること。

 警告
静電気による爆発の恐れがあるので、乾布による摩擦など、静電気が発生する作業を行
わないでください。
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取扱説明書　改訂情報
資料名称 : FU20F pH/ORP SENCOM 検出器

資料番号 : IM 12B06J03-04
2018 年 4 月／ 5 版
	 誤記削除　	(P.3-3)

2017 年 8 月／ 4 版
	 FLXA202	TIIS 防爆取得による修正（P.4-2）

2016 年 4 月／ 3 版
 FU20F 外形変更（初版の外形図に戻す）による図の変更
	 P-i、P1-4、P2-1、P2-2、P2-3、P2-4、P2-6、P3-1
 TIIS 防爆の追加
	 P1-2、4章
 材質名称統一など
	 P1-1、P2-1、P3-2

2015 年 10 月／ 2 版
 FU20F 外形変更による図の変更
	 P-i、P1-4、P2-1、P2-2、P2-3、P2-4、P2-6、P3-1
 FLXA202 の追加
	 P-i、P1-1、P1-2、P2-1、P2-7、P3-1、P3-2、P3-3

2013 年 9 月／初版
	 新規発行

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

5th Edition : 2018.04.08-00



Blank Page


	◆	はじめに
	◆	安全に使用するための注意事項
	1.	概　要
	1.1	標準仕様
	1.2	形名およびコード
	1.3	外形寸法

	2.	設　置
	2.1	設置準備
	2.1.1	開梱および外観の点検
	2.1.2	ホルダの設置
	2.1.3	受信器の準備

	2.2	設置要領
	2.2.1	配管に直接取り付ける場合
	2.2.2	ホルダへ取り付ける場合
	2.2.3	PH8HS潜漬形ホルダに取り付ける場合
	2.2.4	PH8HF流通形ホルダに取り付ける場合

	2.3	検出器ケーブルの接続要領

	3.	検出器のご使用方法
	3.1	運転と定期保守
	3.1.1	標準液校正
	3.1.2	検出器の洗浄

	3.2	検出器ケーブルコネクタ着脱操作方法

	4.	TIIS防爆検定品の使用について
	4.1	防爆仕様と表示事項
	4.2	システム構成

	取扱説明書　改訂情報

