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はじめに
この度は薬液洗浄形pH測定システムをご採用いただきまして、ありがとうございます。
薬液洗浄形pH測定システム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。

薬液洗浄形 pH測定システムでは、pH計の電極洗浄方法の 1つとして一般に手作業で行
われる “薬液（酸など）洗浄” を、pH計を設置したまま自動的に行うことができます。

薬液洗浄形pH測定システムは、下表の製品から構成されています。
薬液洗浄形pH測定システム

4線式 2線式
薬液洗浄操作ユニット PH8SM3-H PH8SM3-E PH8SM3-G または PH8SM3-F

pH計 FLXA402 PH450G FLXA202 または FLXA21
ディストリビュータ ― PH201G

pH検出器 PH8EFP- □ -TT2（注）
ホルダ PH8HS3

（注）：	 必要に応じて中継端子箱（WTB10）を選択できます。

本書では、主に PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットおよび PH8HS3	ホルダについて説明しま
す。他の製品については各製品に付属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

形名 ドキュメント名 ドキュメント番号
PH8SM3、PH8HS3、PH201G 薬液洗浄形pH測定システム GS	12B7A1-01
FLXA402 FLXA402　4	線式液分析計 GS	12A01F01-01JA
PH450G PH450G　4	線式 pH/ORP	計 GS	12B07C05-01
FLXA202 FLXA202　2線式液分析計 GS	12A01A03-01JA
FLXA21 FLXA21　2線式液分析計 GS	12A01A02-01
PH8EFP、WTB10 pH	検出器およびORP	検出器 GS	12B07B02

取扱説明書

形名 ドキュメント名 ドキュメント番号
PH8SM3、PH8HS3 薬液洗浄形pH測定システム IM	12B07W01-04JA（本書）

FLXA402 FLXA402　4	線式液分析計 IM	12A01F01-03JA
IM	12A01F02-01JA

PH450G PH450G　pH/ORP変換器 IM	12B07C05-01
FLXA202、FLXA21 FLXA202/FLXA21　2線式液分析計 IM	12A01A02-01（CD-ROM）
PH201G PH201G　ディストリビュータ IM	19B01E04-02
PH8EFP PH8EFP　KCl 補給形 pH検出器 IM	12B07J01
WTB10 WTB10-PH□　中継端子箱 IM	19D01B01-01

Media No. IM 12B07W01-04JA 2nd Edition : Dec. 2019 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2016, Yokogawa Electric Corporation
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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。

■ 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。

■ 開梱、および仕様の確認
薬液洗浄形 pH測定システムを構成する機器は、個別に梱包してあります。ただし、
FLXA402	(4 線式液分析計）、PH450G	pH/ORP 計（または FLXA202/FLXA21	2 線式液分析計）
は、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットに取付けた状態で出荷されます。

製品の到着後、丁寧に開梱し、製品を点検して輸送中の損傷がないことを確認してくだ
さい。損傷が発見された場合、製品到着時の梱包材（外箱を含む）を捨てずに保管し、
直ちに当社営業にご連絡ください。

開梱が終わったら、銘板に記載してある形名コードが、注文書と一致していることを確
認してください。また、付属品も確認してください。
PH8SM3、PH8HS3 については、1.2 項を参照してください。

● 「PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット」の開梱および移送における注意
開梱は、平坦な場所を選び、設置時の姿勢にして行ってください。
強い衝撃を与えることは厳禁です。横転させないよう注意してください。
なお、接続不良を起こすことがあるので、配管や配線に力が加わらないよう留意してく
ださい。
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットの質量は、約 50	kg です。開梱は、設置場所の近くで行う
ことをお勧めします。
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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。

■ 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。

■ 商標
FLEXA、FLXA、SENCOMは横河電機株式会社の登録商標です。
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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◆ 納入後の保証について
■	 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、ご購入時に当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、当社の規定に従い対処致します。当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、当社納入品に当社の責任による故障を生じた場合には、故障が生じ
た納入品を、当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みいただく
か、お送りください。その納入品の故障部分の交換、または修理を行い、返送させ
ていただきます。

・	 故障が生じた納入品のお持込み、またはお送りいただく際には、本計器の形名・計
器番号をご明示のうえ、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え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。
・	 当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。
・	 当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。
・	 当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。

■	 当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。

■	 当社で取り扱う製品を組み込みあるいは転売される場含は、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当社指定販売窓口へご相談ください。
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1. 概要
＜薬液洗浄形 pH測定システム＞は、設置したままの pH電極を自動的に薬液（酸性液、
アルカリ性液）洗浄するようにしたシステムです。
本システムは、高アルカリ性溶液のpH測定によって劣化したpH電極の特性回復、およ
び硫酸カルシウム（CaSO4）や炭酸カルシウム（CaCO3）などのスケールが付着した pH
電極の汚れ落としに、特に効果を発揮します。

1.1 標準仕様
薬液洗浄形pH測定システムは、下表の製品から構成されています。

薬液洗浄形pH測定システム
4線式 2線式

薬液洗浄操作ユニット PH8SM3-H PH8SM3-E PH8SM3-GまたはPH8SM3-F
pH計 FLXA402 PH450G FLXA202 または FLXA21

ディストリビュータ ― PH201G
pH検出器 PH8EFP- □ -TT2（注）

ホルダ PH8HS3

（注）：	 必要に応じて中継端子箱（WTB10）を選択できます。

ここでは、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットおよび PH8HS3	ホルダの仕様を説明します。
他の製品については各製品に付属の取扱説明書をお読みください。

■ PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット
洗浄方法：	 エアバブリング式による薬液自動洗浄
洗浄周期：	 0.1 ～ 36.0 時間（pH計で設定）
洗浄時間：	 0.1 ～ 10分（出荷時設定値：4分）（pH計で設定）
緩和時間：	 0.1 ～ 10分（出荷時設定値：0.5 分）（pH計で設定）
薬液圧送バブリング（SV1	ON）時間：	 0 ～ 10分（出荷時設定値：約 2分）
シリンダ異常設定タイマ：	 0 ～ 1分（出荷時設定値：約 0.5 分）
構造：	 自立ラック屋内設置形
	 	 屋外設置の場合は、紫外線対策としてフッ素樹脂（PTFE）チューブを選

択し、タンクカバーを付加してください。また必要に応じてフードを付
加してください。

主要構成機器：	薬液タンク、コントロールボックス、空気減圧弁、電源箱（4	線式のみ）
使用薬液：	 酸性液（塩酸、希硫酸）、またはアルカリ性液（有機溶剤は使用不可）

注：	 使用薬液は付着物をよく除去するものを選んでご使用ください。

主要部品の材質、塗色、塗装：
	 コントロールボックス (K9729AN)：
	 	 材質：	アルミダイキャスト
	 	 塗色：		濃緑色（マンセル 0.6GY3.1/2.0）およびフロスティホワイト（マン

セル 2.5Y8.4/1.2）
	 	 塗装：	ポリウレタン樹脂塗料焼付
	 電源箱（4線式のみ）：
	 	 材質：	本体：炭素鋼板
	 	 塗色：	濃緑色（マンセル 0.6GY3.1/2.0 相当）
	 	 塗装：	ポリウレタン樹脂塗料焼付
	 取付架台：
	 	 材質：	炭素鋼板
	 	 塗色：	濃緑色（マンセル 0.6GY3.1/2.0）
	 	 塗装：	ポリウレタン樹脂塗料焼付
	 薬液タンク（20	L、約2～10%程度の希塩酸または希硫酸、約100	mL/1回、有効容量17	L）：
	 	 材質：	ポリエチレン樹脂、硬質塩化ビニル樹脂（薬液小タンク）
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	 薬液、空気、KCl チューブ：
	 	 材質：	チューブ；ポリエチレン樹脂またはフッ素樹脂（PTFE）
	 	 	 継手；	 ポリプロピレン樹脂またはフッ素樹脂（PTFE）
周囲温度：	 0 ～ 45℃（注：冬期に凍結する場合には、凍結対策が必要）
電源：	 100	V	AC ± 10％、50/60	Hz ± 5％
消費電力：	 約 60	VA
空気源：	 300 ～ 950	kPa
空気消費量：	 最大約 10	NL/min
外形寸法：	 500	(W) × 600	(D) × 1630	(H)	mm
質量：	 約 50	kg（薬液タンクは空の状態）
出力接点信号：	シリンダ異常
	 接点状態：	 NO（異常時に閉）
	 接点容量：	 24	V	DC、1A
	 	 110	V	AC、0.3	A（抵抗負荷）
出力：	 pHまたは温度を任意に設定可
	 4 線式：	 4 － 20	mA	DC、2点（絶縁伝送出力、最大負荷 600Ω）
	 2 線式：	 PH201Gから 1～ 5	V	DC を出力（負荷抵抗 2	k Ω以上）
ケーブル引き込み口：	G1/2 グランドパッキング付
	 端子サイズ：	 M4
	 ケーブル外径：	 Ø9～ 12	mm
配管接続口：
	 計装用空気：	 Rc1/4
注意	・	KCl リザーブタンクは現場の適当な場所または薬液洗浄操作ユニットの自立形スタンドに取付けてく

ださい。
	 ・	薬液洗浄操作ユニットと検出器、KCl リザーブタンクおよびホルダ間の配線、配管は客先にて実施し

てください。
	 ・	ホルダ内部のスイッチと薬液洗浄操作ユニット間の配線は客先にて実施してください。端子サイズは

M4です。
EMC適合性：	 韓国電磁波適合性基準　Class	A	 한국 전자파적합성 기준

  

A급 기기　(업무용 방송통신기자재)
　이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는
 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 
 사용하는 것을 목적으로 합니다. 

	 	 （内容）	 	A 級機器（業務用放送通信機資材）	
　この機器は、業務用（A	級）電磁波適合機器です。販売者、
または使用者は、この点に注意してください。	
家庭外の地域で使用することを目的とします。

■ PH8HS3 ホルダ
機能：	 エアシリンダによるpH検出器昇降機能および薬液洗浄
構造：	 屋内設置形（屋外に設置する場合はシリンダカバーを付加してください）
外形寸法：	 Max.190	(W) ×Max.170	(D) ×約 830 ～ 2030（ただし検出器上昇時）(H)	mm
取付方法：	 垂直 50Aパイプ（外径 60.5mm）取付け、取付け金具 2個付。
pH検出器昇降ストローク（公称）：	 300mm、600mm、1000mm、1500mm
質量：	 約 8kg（ストローク 300mmの場合）
	 	 約 10kg（ストローク 600mmの場合）
	 	 約 12kg（ストローク 1000mmの場合）
	 	 約 15kg（ストローク 1500mmの場合）
材質：
	 架台：	 ステンレス鋼（ポリウレタン焼付塗装）
	 塗色：	 濃緑色（マンセル 0.6GY	3.1/2.0）
	 ボトムカバー引上げ金具：	 ロッド（PPS樹脂）、ねじ（PEEK）
	 取付け金具：	ステンレス鋼
	 ホルダ：	 ポリプロピレン樹脂、硬質塩化ビニル樹脂（ホルダ部の一部）
	 液槽：	 硬質塩化ビニル樹脂
	 Oリング：	 フッ素ゴム (FKM)
	 ガスケット：	EPDM
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使用液温度範囲：	-5 ～ 80℃
周囲温度：	 0 ～ 45℃
流速：	 2m/s 以下

洗浄に薬品を使用するので、換気に気をつけてください。

1.2 形名およびコード
製品ネームプレートには、その製品の仕様がコードで記載してあります。ここでは、
PH8SM3および PH8HS3 の形名コードとその意味を説明します。

■ PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット
形　　名 基本コード 付加コード 仕　　様
PH8SM3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 薬液洗浄操作ユニット
pH測定
システム
*1

-H
-E
-F
-G

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

4 線式液分析計（FLXA402)
4 線式 pH/ORP計 (PH450G)
2 線式液分析計 (FLXA21)
2 線式液分析計 (FLXA202)

KCl リザーブタンク -TT2  - - - - - - - - - - - 中圧用リザーブタンク *2
KCl タンク
加圧用減圧弁

-NN
-PR 

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

なし
架台組込み

空気源接続口 -JP
-NP

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

Rc1/4
1/4NPT めねじ

配管材（チューブ、継手） -L10
-T10

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

ポリエチレン樹脂 /ポリプロピレン樹脂
フッ素樹脂（PTFE）*3

― *C  - - - - - - - - - - - スタイルC
付加仕様 /H

/TC
/KC

フード付き *4
タンクカバー付き *5
韓国向け *6

*1：	 4 線式液分析計 /4線式 pH/ORP計 /2 線式液分析計は、薬液洗浄操作ユニットに取り付けて出荷します。
*2：	 別途指定する PH8EFP	pH検出器の仕様においても、中圧用 KCl リザーブタンク付きとします。
*3：	 屋外に設置する場合には、必ず指定します。ポリエチレン樹脂は、紫外線によって著しく劣化します。

PH8SM3を屋内に設置する場合においても、PH8HS3 ホルダを屋外で使用するときには、配管材質をフッ
素樹脂（PTFE）（基本仕様コード：-T10）としてください。

*4：	 屋外に設置する場合に指定します。フードは、SEHC製で塗装有りです。
*5：	 屋外に設置する場合に指定します。タンクカバーは SUS製で塗装無しです。
*6：	 -H、-F、-Gを選択した場合は、FLXA402、FLXA21 または FLXA202 を手配する際の基本コードのタイプ

に -AG（一般 (KC)）を指定してください。

注意
薬液洗浄形pH測定システムは、納入時必ずスタートアップをお受けください。

● 付属品
品　　名 数量 備　　考

Ø6× Ø4ポリエチレンまたはフッ素樹脂（PTFE）チューブ 40	m 配管用 *1
配管継手（ポリプロピレンまたはフッ素樹脂（PTFE）） 6個 配管接続用：3個、予備：3個 *2

*1：	 PHSM3 のコントロールボックス－薬液タンク間（1本）、PH8SM3 － PH8HS3 間（3本）および KCl 用
減圧弁付きの場合は、減圧弁－ KCl リザーブタンク間（1本）の配管用です。

	 適切な長さにカットしてご使用ください。
*2：	 KCl 用減圧弁付きの場合は予備のうち 1個を減圧弁の配管接続口に使用します。
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● 補用品
品　　名 部品番号 備　　考

電源箱ヒューズ A1109EF 定格：1A（4線式のみ )
ポリエチレンチューブ L9901CA 必要な長さ (m単位 )
フッ素樹脂（PTFE）チューブ L9901LG 必要な長さ (m単位 )
ポリプロピレン継手 L9831NA

L9831NE
L9831JE

L 形継手 (R1/8)
L 形継手 (R1/4)
ストレート継手 (R1/4)

フッ素樹脂（PTFE）継手 L9831TS
L9831TT

L 形継手 (R1/8)
L 形継手 (R1/4)

■ PH8HS3 ホルダ
形　　名 基本コード 付加コード 仕　　様
PH8HS3  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - ホルダ
材　質 -PP  - - - - - - - - - - - ポリプロピレン
ストローク長 -03

-06
-10
-15

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

300mm（取付金具 2個付き )
600mm（取付金具 2個付き )
1000mm（取付金具 2個付き )
1500mm（取付金具 2個付き )

pH測定システム -C
-T

 - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

4 線式 pH計
2線式 pH計

洗浄システム -YP  - - - - - - - - - - - 酸、アルカリ共用
― *C  - - - - - - - - - - - スタイルC
付加仕様 /SC 屋外設置用シリンダカバー付き	*1

*1：	 屋外設置の場合には必ずシリンダカバーを付加してください。

● 付属品
（本体・取付けブラケット・検出器ホルダを除く）

品　　名 数量 備　　考
ボルト (M8、長さ 16mm)、ナット
ワッシャ

各 4
8

取付けブラケット部品（本体への取付け用）

Uボルト (M8)
ワッシャ、ナット

2
各 4

取付けブラケット部品（50Aパイプへの固定用）

ゴムシート (19 × 40mm)
プレート
クランプ
ねじ (M4、長さ 16mm)

1
1
1
1

検出器ホルダ部品 (検出器ケーブル保持用 )

配管継手 (ポリプロピレン樹脂製 ) 3 本体部品 (配管接続口用 )
結束バンド 5 KCl チューブ /検出器ケーブル用
予備ガスケット (部品番号：K9729WJ) 1 本体 (洗浄槽 )部品

● 補用品
品　　名 部品番号 備　　考

洗浄槽底板ガスケット K9729WJ 材質：EPDM
検出器ホルダOリング K9729YK 1 個入り (2個同時に交換 )
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1.3 外形図
■ PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット

● 4線式（PH8SM3-H）の場合

1630

(1200)

40

30 440 (30) 30 540
500 600

(30)

(1540) 1600
スタンド
（SEHC）

薬液タンク (20L)

4-Φ15 取付け穴

フード
（オプション）

単位：mmKCl タンク
（取付け可能）

コントロール
ボックス

減圧弁 AS3
（KCl タンク用）

カバー固定用
蝶ねじ

（オプション）

電源ボックス

塩ビ板

電源配線口
ケーブル径

（Φ9 ～ 11）

FLXA402
（別手配）

タンクカバー
（オプション）

空気配管口
（Rc1/4

または
1/4NPT）

● 4線式（PH8SM3-E）の場合

1630

(1200)

40

30 440 (30) 30 540
500 600

(30)

(1540) 1600
スタンド
（SEHC）

薬液タンク (20L)

4-Φ15 取付け穴

フード
（オプション）

単位：mmKCl タンク
（取付け可能）

コントロール
ボックス

減圧弁 AS3
（KCl タンク用）

カバー固定用
蝶ねじ

（オプション）

電源ボックス

塩ビ板

電源配線口
ケーブル径

（Φ9 ～ 11）

PH450G
（別手配）

タンクカバー
（オプション）

空気配管口
（Rc1/4

または
1/4NPT）

*1

*2
*3
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● 2線式（PH8SM3-G、-F）の場合

1630

(1200)

40

30 440 (30) 30 540
500 600

(30)

(1540) 1600
スタンド
（SEHC）

薬液タンク (20L)

4-Φ15 取付け穴

フード
（オプション）

単位：mmKCl タンク
（取付け可能）

コントロール
ボックス

減圧弁 AS3
（KCl タンク用）

カバー固定用
蝶ねじ

（オプション）

塩ビ板

FLXA202
（別手配）

FLXA21（別手配）

タンクカバー
（オプション）

空気配管口
（Rc1/4

または
1/4NPT）

*1

*2
*3

*1：	 設置後、必要に応じて、スタンド左側面に取付けてください。日除けフード（オプション：付加コード「/
H」を指定）が付いている場合は、フードに取付けます。

*2：	 KCl 溶液リザーブタンクを加圧する空気用の減圧弁です。指定があった場合にだけ付加します。
*3：	 減圧弁が付かない場合は、配管分岐用継手はありません。空気供給用配管は、コントロールボックスの

配管接続口に直接接続します。
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■ PH8HS3 ホルダ

約 150

300

呼び
ストローク

シリンダー
ストローク

230

(95)

L1

L3

L2

L6

L5

L4

単位：mm

取付けブラケット
（U ボルト付き）

50A パイプ
（客先ご用意）

測定中

測定中 *

被測定液

洗浄中

pH 電極

検出器ケーブル
および KCl チューブ

外部端子台 (65)

(130)

(126)

(170)

36
60

70

80

A

B

C

247

20

80

48

55最大 485
ピッチ 35

2-Φ9 穴

約 110

シリンダーカバー
（オプション）

30 以上 *

* 測定状態のとき、pH 検出部の先端部が測定液に必ず浸っているように、
   また、洗浄槽底板が測定液に浸らないように設置してください。

配管取合口	 A：薬液入口（Ø6/Ø4	チューブ用継手）
	 	 	 B：空気入口（シリンダ下部）（Ø6/Ø4	チューブ用継手）
	 	 	 C：空気入口（シリンダ上部）（Ø6/Ø4	チューブ用継手）
呼びストローク 実ストローク L1 L2 L3 L4 L5 L6
300	mm 約 340	mm 1107 712 395 ― ― ―
600	mm 約 640	mm 1707 1012 695 300 ― ―
1000	mm 約 1040	mm 2507 1412 1095 300 300 ―
1500	mm 約 1540	mm 3507 1912 1595 300 300 300

	 呼びストロークは、オーダー時の客先指定による。
	 L4、L5、L6寸法はパイプ取付け金具の移動可能範囲を示す。
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2. 設置
薬液洗浄形pH測定システムは、屋内または屋外に設置できます。屋外に設置する場合は、
掃除などの保守を少なくするためには、できるだけ良好な環境（ほこりが少なく、雨や
直射日光の当たらない場所）を選んでください。
（注）	2線式 pH計の場合に使用する PH201G	ディストリビュータは、計器室などの屋内に設置します。

なお、本システムでは薬液や KCl 溶液を使用します。これらが冬期に凍結しないことが
必要です。
この章では、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットおよび PH8HS3	ホルダを中心に、システム
構成機器の設置要領を説明します。

2.1 PH8SM3 薬液洗浄操作ユニットの設置
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットの設置要領（設置場所の選択要領、設置用施設、据付け）
を説明します。

2.1.1 設置場所の選択
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットは、次の条件の整っている場所に設置します。
・	 pH測定点（PH8HS3	ホルダ設置場所）に近い所
	 PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットと PH8HS3	ホルダとは、配線や薬液を送る配管などで
接続されます。

	 薬液用配管の長さは、配管抵抗を小さくするため、できるだけ短くしてください（10	
m以下）。
(1)	 ホルダ間との配管取付け距離は最大 10	mです。
(2)	 ホルダと同一グランド上に設置してください。できない場合には検出器ホルダ
の設置グランドより 2	m下までは設置可能です。検出器ホルダの設置グランド
より上部に取付ける場合は問題ありません。

・	 保守作業のし易い所
	 FLXA402　4線式液分析計、PH450G	pH/ORP 計（または、	FLXA202/FLXA21　2線式
液分析計）の表示を見たり、コントロールボックスで行う圧力設定操作などが容易
にできることが必要です。薬液をタンクに補給するときの作業性も考慮してくださ
い。なお、薬液洗浄操作ユニットの前面および左右側面に図 2.1 に示すメンテナンス
スペースを確保してください。

 

約1150

約500

900以上

（正面側）

PH8SM3

単位：mmメンテナンススペース

 図2.1 メンテナンススペース（平面）
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・	 周囲温度が、常に、0～ 45℃の範囲内に維持される所
	 冬期に洗浄用薬液が凍結しないか、また、直射日光などの輻射熱を受けて 4線式液
分析計、pH/ORP 計（または、2線式液分析計）およびコントロールボックスが異常
に温度上昇しないか、などを検討してください。

	 常に高湿度になっている所も好ましくありません。
・	 振動の無い所
	 配管接続部に緩みの生じるような振動の無いことが必要です。
・	 腐食性ガスの無い所
	 4 線式液分析計、pH/ORP計（または、2線式液分析計）、コントロールボックス内の
部品に悪影響を及ぼす腐食性ガスの無いことが望まれます。

2.1.2 設置用施設
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットは自立形構造です。コンクリート基礎などのアンカーボ
ルトに、ナットで固定します。

● 薬液洗浄操作ユニット設置用コンクリート基礎の施工
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットの質量は、タンクに薬液が入った状態では約 60	kg になり
ます。設置用施設には、十分な強度を持たせてください。また、水はけを良くしてください。
固定用アンカーボルトは、M10ねじのものを準備してください。図 2.2 に、アンカーボ
ルトの敷設要領を示します。

25

約 60

Ｍ10 ねじ

コンクリート基礎

正面

アンカーボルト位置

540 600

440

500

単位：mm

（注）　薬液洗浄操作ユニットのアンカーボルト貫通穴は、ø15 mm（4 か所）です。

薬液洗浄操作ユニットのバット部寸法

図2.2 薬液洗浄操作ユニットを固定するアンカーボルトの敷設

2.1.3 薬液洗浄操作ユニットの据付け
設置施設（コンクリート基礎など）の施工が完了したら、薬液洗浄操作ユニットを据え
付けます。必ず、固定（4か所すべてをナット締める）してください。



IM 12B07W01-04JA

2-3	 	 ＜ 2.		設置＞

2nd Edition Dec. 20, 2019-00

2.2 PH8HS3 ホルダの設置
PH8HS3	ホルダの設置要領（設置場所の選択要領、設置用施設、取付け方法）を説明します。

2.2.1 設置場所の選択
PH8HS3	ホルダは、pH測定／制御に適し、かつ、次の条件の整っている場所に設置します。
・	 保守スペースのある所。安全に保守作業が行える所。
	 pH検出器を着脱する際、検出器ホルダ部を上方向に引き抜きます。上部にも 50	cm
以上のスペースをとることをお勧めします。

・	 冬期においても、洗浄用薬液などの凍結しない温度が維持される所。
	 PH8HS3	ホルダの可動部に付いた水滴が氷結しないことも必要です。
・	 多量のほこりが浮遊していない所。
	 多量のほこりがあると、掃除（シリンダに付着したほこりの除去）頻度の増えるこ
とがあります。

2.2.2 設置用施設
PH8HS3	ホルダは、垂直に設けられた 50A（外径：∅ 60.5	mm）パイプに固定します。
設置場所に、このホルダ固定用のパイプや検出器挿入口などの設置用施設を設けてくだ
さい。
設置用施設の施工に際しては、次の点に留意します。

● pH測定点（pH検出器の位置）と固定用パイプの位置関係

約150

最大 485

（35 mm ピッチで 205 mm

まで短くできる）
pH 検出器挿入口の加工

（蓋付きタンクの場合）

pＨ検出器

ホルダ固定用パイプ

110 以上

60 以上
160 以上

pH 検出器

単位：mm

Ｆ2.3.ai

図2.3 pH検出器とホルダ固定用パイプの位置関係、およびpH検出器挿入口の寸法

● 固定用パイプの高さ（長さ）

土台

測定液

310 以上
H

P L

固定用パイプ

（外径：60.5 mm）上側取付けブラケット位置

（ピッチ：300 mm）

蓋（挿入口

を加工）

下側取付けブラケット位置 公称ストローク L P H

300 mm 400 以上 300 500 ～ 590

600 mm 700 以上 300×2 500 ～ 890

1000 mm 1000 以上 300×3 500 ～ 1290

1500 mm 1000 以上 300×4 500 ～ 1790

薬液などが周囲に飛散するのを防ぐため

に覆いを設ける場合は、図 2.3 の pH 検出

器挿入口寸法を参照してください。

（注）

単位：mm

Ｆ2.4.ai

図2.4 固定用パイプの長さ（高さ）
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2.2.3 PH8HS3 ホルダの取付け
次の手順で、PH8HS3	ホルダをホルダ固定用のパイプに取付けてください。
(1)	 pH 検出器とホルダ固定用パイプとの位置関係が希望する寸法になるよう、取付けブ
ラケット（2組）をホルダ本体に取付けます。

	 取付けには、付属のボルト（2本× 2）・ワッシャ（4個× 2）・ナット（2個× 2）を
使用してください。

(2)	 取付けブラケットに、Uボルト・ワッシャ・ナットを組み込んでください（図 2.5 参照）。

 F2.5.ai

ナット

ナット

取付けブラケット

ボルト（M8）
ワッシャ

本体シャシ

ワッシャ

ワッシャ

Ｕボルト

（固定用パイプ）

 図2.5 取付けブラケット用部品（添付）

(3)	 検出器ホルダ部に “PH8EFP	pH検出器” を組み込みます。
・	 まず、検出器ホルダ部の上端側に被せてあるゴムキャップを抜き取ってください。
そして、下端側からpH検出器の検出器ケーブルおよび KCl 溶液チューブを通し、こ
れらを上端側から引き出します。

・	 次に、pH検出器のボディを検出器ホルダ内径部に押し込みます。pH検出器のフラ
ンジ部が検出器ホルダ端面に接触するまで押し込んでください。
（注）	検出器ホルダ内径部には、測定液侵入防止のためのOリングが 2個使用されています。

・	 付属の部品（プレート・クランプ・ねじ・ゴムシート）を使用して、pH検出器の抜
け止め処置を施してください（図 2.6 参照）。

 

検出器ケーブル

ゴムシート（19×40 mm）
40 mmの辺を軸方向にして、
検出器ケーブルに貼り付けます。

クランプ

ねじ

検出器ホルダ

プレート

KCl溶液チューブ

注：	 検出器ケーブルだけをクランプで挟んでください。
	 検出器ホルダ内での検出器ケーブルに、たるみが生じないようにしてください。

 図2.6 pH検出器抜け止め処置

・	 検出器ホルダにゴムキャップを取付けます。
・	 束線バンド（付属品）を使用して、検出器ケーブルおよび KCl 溶液チューブを検出器
ホルダに固定します（図 2.7 参照）。
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	 F2.7.ai

検出器ホルダ

ゴムキャップ

束線バンド

KClチューブ

金具
バンドを金具の穴に通
したうえ、検出器ケー
ブルとKClチューブを
固定します。 検出器ケーブル

 図2.7 検出器ケーブルおよびKClチューブの固定

(4)	 PH8HS3	ホルダをパイプに固定します。

注意
検出器ケーブルの端末処理部を汚したり濡らしたりしないよう留意して、作業してくだ
さい。

次の条件を満たすよう、固定してください。
・	 測定状態のとき、pH検出器の先端部が測定液に必ず浸ること。
	 液面の変動に注意してください。液面変動がない場合は、検出器部分だけを浸漬さ
せます。

・	 ホルダの洗浄槽底板が、測定液に浸らないこと。
	 底板のガスケット部が測定液で汚れると、シール性が悪くなります。

注意
洗浄槽底板が開いているときに、ホルダ内部に腐食性ガスが入らないように、洗浄槽付
近の換気に注意してください。

図 2.8 に、PH8HS3	ホルダの設置状態を示します。

測定液 測定液

洗浄槽底板が測
定液に浸らない
ようにする。

pH検出器の先端が30～90 mm
測定液に浸るように設置してくだ
さい。

タンク

図2.8 PH8HS3 ホルダの設置状態
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● 中圧用KCl溶液リザーブタンクの設置
PH8EFP	KCl 補給形 pH検出器に付属している KCl 溶液リザーブタンクは、薬液洗浄操作
ユニットのスタンドまたは日除けフードに取付けることができます（図 1.1 参照）。
（注）	使用する「PH8EFP	KCl 補給形 pH検出器」KCl 溶液補給チューブの長さに留意してください。
薬液洗浄操作ユニットに取付ける場合は、パイプ取付け用部品を取り去ってください。
なお、他の場所（PH8HS3	ホルダ固定用パイプなど）に設置する場合は、原則として、
PH8HS3	ホルダの洗浄槽より高い位置を選んでください。
（注）	加圧空気の供給が停止しても、検出器の液絡部を正常な状態に保つための処置です。
KCl 溶液リザーブタンクを設置したら、pH検出器の KCl 溶液補給チューブをリザーブタ
ンクの KCl 溶液流出口に接続しておいてください。

● 測定液の流速が速い場合におけるpH検出器の浸漬深さについて
検出器ホルダにたわみを与えた状態が長時間続くと、クリープによってたわみが残り、
昇降運動に支障の生じる場合があります。「PH8HS3	ホルダ」は、検出器ホルダ部にたわ
みが生じない状態で使用することをお勧めします。
測定液の流速によって検出器ホルダがたわむ場合は、pH検出器の浸漬深さを 30～ 90	
mmにしてください。もし、液面が変動するために浸漬深さを 30～ 90	mmにできない
場合は、たわみがなくなるまで流速を減らす処置をしてください。
測定液の流速は、pH測定を安定に行う上でも制限されます。測定点における測定液流速
は、必ず、2	m/s 以下にしてください。



IM 12B07W01-04JA

3-1	 	 ＜ 3.		配管および配線＞

2nd Edition Dec. 20, 2019-00

3. 配管および配線
この章では、設置した薬液洗浄形pH測定システムに施す配管・配線について説明します。

3.1 配管
薬液洗浄形pH測定システムには、次の配管を接続します。なお、(2) ～ (4) の配管は、原
則として、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットに付属しているチューブおよび配管継手を用
いて施します。
また薬液洗浄操作ユニットとホルダ間との配管取付け距離は最大 10	mです。
(1)	 空気源接続用配管
(2)	 検出器昇降シリンダ作動（上昇）用空気配管（注）
(3)	 検出器昇降シリンダ作動（下降）用空気配管（注）
(4)	 薬液圧送・エアバブリング用配管（注）
(5)	 KCl 溶液リザーブタンク加圧用配管（注）
（注）	PH8SM3には、指定により、ポリエチレン樹脂製チューブまたはフッ素樹脂（PTFE）チューブが 40	m

が付属します。また、それに適合する継手も付属します。

付属の配管材料を使用しない場合は、5.1.1 項に記載されている事柄を参考にしてくださ
い。
図 3.1 に、配管系統を示します。

コントロールボックス

パージ

計量タンク

薬液タンク

中圧用KClリザーブタンク

(pH検出器に
付加)4方電磁弁SV2：

空気圧接続口A：

薬液圧送用空気配管B - F： 

薬液移送配管G - H： 

pH検出器上昇用空気配管C - J： 
pH検出器下降用空気配管D - K： 

2方電磁弁(NC)SV1：

圧力計PG1：
KClタンク加圧用

PG2：  〃
PG3：  〃　（オプション）

減圧弁 KCl圧送用AS1：
AS2： 減圧弁シリンダ作動用 
AS3： 減圧弁（オプション）

A

F G

B C D E（パージ空気出口） K

J

H

SV1 SV2

空気

PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット 

-JP指定時Rc1/4
-NP指定時1/4NPT

<配管>

PH8HS3ホルダ 

KCl溶液補給
チューブ

pH検出器

A、B、C、D、E: Rc1/4 (Ø6/Ø4チューブ継手付属) F、G、H、J、K： Ø6/Ø4チューブ継手
<取合>

：Ø6/Ø4ポリエチレンチューブ

：Ø6/Ø4ステンレスチューブ

AS3

AS1

AS2

PG3

PG1

PG2

測定液

または テフロンチューブ 

F07.ai

注 1：		 薬液洗浄操作ユニットと検出器ホルダの間の配管は、製品に 40	mのチューブが 1巻付属されます（継
手も含まれます）。必要な長さにカットして使用してください。

	 	 なお、薬液洗浄操作ユニットとホルダ間は最長 10	m以内で配管してください。
注 2：		 配管チューブならびに継手はポリエチレン樹脂製またはフッ素樹脂（PTFE）製なので、薬液の使用状

況にもよりますが、交換時期は約 1年です。
図3.1 配管系統図
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(1) 空気源接続用配管
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットには、300～ 950	kPa の圧力を持つ空気を供給します。
内径 6	mm以上のサイズの銅管やステンレス鋼管を使用して、空気源とコントロールボッ
クスの配管接続口 “A”「空気」とを接続してください。
（注）	・配管接続口は、Rc1/4 または 1/4NPT めねじ（指定による）です。
	 ・空気消費量は、最大約 10	L/min	N です。

(2) 検出器昇降シリンダ作動（上昇）用空気配管
洗浄時に測定溶液中からpH検出器を引上げ、洗浄槽内に格納させるための配管です。こ
の配管は、ホルダ（配管接続口 “J”）とコントロールボックス（配管接続口 “C”「シリン
ダ下部」）間に施します。
付属のチューブと継手を使用してください。付属のチューブは、必要な長さに切って使
用します。

(3) 検出器昇降シリンダ作動（下降）用空気配管
洗浄終了後、洗浄槽内に格納されたpH検出器を測定状態に戻すための配管です。この配
管は、ホルダ（配管接続口 “K”）とコントロールボックス（配管接続口 “D”「シリンダ上
部」）間を配管します。
配管材料および接続の要領は、3.1.2 項に準じます。

(4) 薬液圧送・エアバブリング用配管
洗浄時、洗浄槽内に約 100	ml の薬液を送り込むとともに、送り込んだ薬液をバブリング
するための空気配管です。
コントロールボックス（配管接続口 “B”「薬液圧送」）と薬液タンクに内蔵された計量タ
ンク（配管接続口 “F”「IN」）間を、付属のチューブ（約 2	mの切る）を使用して配管し
てください。
また、薬液タンクに内蔵された計量タンク（配管接続口 “G”「OUT」）とホルダ（配管接
続口 “H”）間を配管してください。なお、ホルダの配管接続口 “H” は、Rcl/8 ねじとなっ
ています。
なお、薬液タンクがホルダの洗浄槽より低い位置にある場合は、必ず、配管（G－H間）
の一部が洗浄槽より高い位置になるよう施工してください。もし、この事が守られてい
ないと、洗浄槽に圧送した薬液が、エアバブリング終了後に薬液タンクへ逆流すること
があります。
配管材料および接続の要領は、3.1.2 項に準じます。

(5) KCl溶液リザーブタンク加圧用配管
pH検出器の KCl 溶液リザーブタンクには、10	kPa 程度の空気圧を加えます。減圧弁を準
備して、この減圧弁の出口とリザーブタンクの空気配管接続口とを接続してください。
なお、指定があった場合は、薬液洗浄操作ユニットに減圧弁 “AS3” が付いています。薬
液洗浄操作ユニットに減圧弁が付いている場合において、リザーブタンクも薬液洗浄操
作ユニットに取付けるときは、配管に付属のチューブを利用することができます。
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3.2 配線
薬液洗浄形pH測定システムには、次に示す 6種類の配線を接続します。なお、配線の要
領は、4線式 pH計の場合と 2線式 pH計の場合とで、多少異なります。

(1)	 pH 検出器ケーブルの接続
	 PH8HS3	ホルダに組み込んだ pH検出器のケーブルを、FLXA402	4 線式液分析計、
PH450G	pH/ORP 計（4線式 pH計の場合）の端子または FLXA202/FLXA21	2 線式液
分析計（2線式 pH計の場合）の端子に接続します。

注記
標準仕様の pH検出器ケーブル長は、3～ 20	mです。PH8HS3	ホルダと PH8SM3	薬液洗
浄操作ユニットとの距離が離れている場合は、PH8TBG	中継端子箱を介して配線すること
があります。

(2)	 検出器ホルダ上端位置検出信号用配線（準備ケーブル：外径 9～ 12	mm、2芯）
	 PH8HS3	ホルダの端子とPH8SM3	薬液洗浄操作ユニットのコントロールボックス端子
とを接続します。

(3)	 電源・接地用配線（準備ケーブル：外径 9～ 12	mm、2芯。接地導線、100Ω以下）
	 4 線式 pH計の場合の電源用配線（洗浄装置／ pH計共用）は、PH8SM3	薬液洗浄操
作ユニットにある電源箱に施します。

	 2 線式 pH計の場合の洗浄装置用電源配線は、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットにあ
るコントロールボックス端子に接続します。また、pH計用電源は、PH201G	ディス
トリビュータに供給します（FLXA202 または FLXA21 は、伝送信号用配線によって
PH201Gから直流電源の供給を受けます）。

（注）	PH201G	ディストリビュータの仕様により、電源の接続方法（プラグ方式または端子方式）が異なります。

(4)	 pH 信号用配線（準備ケーブル：外径 9～ 12	mm、2芯シールド）
	 4 線式 pH計の場合は、FLXA402	4 線式液分析計、	または PH450G	pH/ORP 計に出力
信号（4－ 20	mA	DC）を取り出す配線を施します。

	 2線式pH計の場合は、PH201Gから出力信号（1－5V	DC）を取り出す配線を施します。
(5)	 出力接点「シリンダ異常」信号用配線（準備ケーブル：外径 9～ 12	mm、2芯）
	 PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットのコントロールボックスに配線を接続します。
(6)	 入力接点信号「洗浄＜WASH＞」用配線（準備ケーブル：外径 9～ 12	mm、2芯）
	 2 線式 pH計の場合にだけ必要です。コントロールボックスと PH201G	ディストリ
ビュータ間を配線します。

	 4 線式 pH計の場合は、コントロールボックスと FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	
pH/ORP 計の配線は、既に施してあります。



IM 12B07W01-04JA

3-4	 	 ＜ 3.		配管および配線＞

2nd Edition Dec. 20, 2019-00

3.2.1 4線式pH計の場合の配線
図 3.2a に、FLXA402（PH8SM3-H）の場合の結線を示します。

電源ボックス

L1
L2

L1
L2

A1 A2

pH検出器

客先配線
100V AC

PH8SM3
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接地

エアシリンダ
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12
14
15
16

(RE)
(T1)1
(T2)
(SE)
(GE)
(S)

(Fail-
safe)

S1

1
2

NC
C

NO
S2

NC
C

NO
S3

NC
C

NO
S4 NC

C
NO

32
31
33
42
41
43
52
51
53
73
71
72

出力信号
(4-20mA DC)

出力信号
(4-20mA DC、HART)

リモート接点入力

FLXA402(*) 

*：配線の詳細についてはFLXA402の取扱説明書をご参照ください。

図 3.2b に、PH450G（PH8SM3-E）の場合の結線を示します。

電源ボックス

L1
L2

L1
L2

A1 A2

pH検出器

客先配線
100V AC

PH8SM3
コントロールボックス

（洗浄信号）

接地

エアシリンダ

シリンダ異常信号

pH
ホルダ

8
9

4
5
6
7

1
2
3

1
2

（位置信号）

mA1

mA2

CONTACT

IMP.LOW
ジャンパ

POWER

21
22

13
11
12
14
15
16

(Fail-
safe)

S1

1
2

NC
C

NO
S2

NC
C

NO
S3

NC
C

NO
S4 NC

C
NO

出力信号
(4-20mA DC)

出力信号
(4-20mA DC、HART)

リモート接点入力

PH450G

	 コントロールボックスおよび電源箱電気接続口：JIS	A15 相当プラスチックス水防栓（ケーブル外径 9～ 12mm用）
図3.2b 4線式pH計（PH8SM3-E）の場合
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(1) pH検出器ケーブルの接続
検出器ケーブルの芯線に表示してある記号と FLXA402、PH450G	pH/ORP 計の端子記号と
が一致するよう接続してください。
なお、検出器ケーブル接続に関する詳細は、FLXA402、および PH450G	pH/ORP 計の取扱
説明書を参照してください。また、中継端子箱を使用している場合は、「WTB10	中継端子
箱」の取扱説明書も参照してください。

注意
PH8HS3	ホルダにおいて、検出器ケーブルと KCl 溶液補給チューブは検出器ホルダの昇降
に同期して上下に動きます。この動きがスムーズに行われるよう、たるみや敷設位置に
配慮してください。上下運動時に検出器ケーブルがホルダ本体などに接触すると、損傷
することがあります。

(2) 検出器ホルダ上端位置検出信号用配線
配線には、外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用します。ケーブル両端の各芯線にM4
ねじ用端末処理を施したうえ、PH8HS3	ホルダのリミットスイッチ用端子台の端子 1とコ
ントロールボックスの端子 8とを、また、端子 2と端子 9とを接続してください。
（注）	端子 1と端子 9、端子 2と端子 8の組合せになっても、特に問題はありません。

PH8HS3	ホルダのケーブル引込み口は、シャシ上部右側面にあります。配線に際しては、
2本のねじを緩めて、カバー（防滴用）をはずしてください。なお、配線が終了したら、
必ず、カバーを取付けてください。

(3) 電源／接地配線
＜電源配線＞
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットの電源箱に、100	V	AC ± 10％、50／ 60	Hz の電源を供給
します。

 注意
保守作業時の安全を図るために
薬液洗浄形pH測定システムには、電源スイッチがありません。保守時における感電事故
や機器の損傷事故を防ぐため、電源ラインには必ずスイッチ（両切り形）を設けてくだ
さい。

注記
電源箱にあるヒューズ（1	A）は、FLXA402	4 線式液分析計、および PH450G	4 線式	
pH/ORP 計用です。液分析計、pH/ORP計内にも、電源ヒューズ（0.1	A）があります。

配線には、外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用してください。電源からのケーブル芯
線にM4ねじ端末処理を施したうえ、端子 L1、L2に接続します。
＜接地配線＞
薬液洗浄形 pH測定システムのコントロールボックスおよび液分析計、pH/ORP 計には、
D種接地（接地抵抗 100Ω以下）に相当する接地を施してください。
コントロールボックスの接地用端子は、ケース底部にあります。また、液分析計、pH/
ORP計の接地用端子は、ケースの底部にあります。
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(4) 出力接点「シリンダ異常」信号用配線
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットは、「シリンダ異常」接点信号を出力する機能を持ちます。
この接点信号は、PH8HS3	ホルダのエアシリンダ上昇動作に異常が生じたことを知るため
のものであり、(2) 項における検出器ホルダ上端位置検出信号を利用しています。
「シリンダ異常」接点信号は、コントロールボックス内のタイマ T1で設定した時間が経
過しても検出器ホルダ上端位置検出信号が出力されていない場合に出ます。
配線は、この機能を利用するときに施します。
配線には、仕上り外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用してください。ケーブル両端の
各芯線にM4ねじ用端未処理を施したうえ、コントロールボックスの端子 6、7と、使用
しているアナンシェータなどの機器とを接続してください。
接点容量などについては、1.1 項を参照してください。

(5) pH信号用配線
FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	pH/ORP計は、4－ 20	mA	DCの出力信号2点（pH、温度）
を出します。
また、洗浄動作開始用の接点入力を受け取ることができます。
配線には、仕上り外径 9～ 12	mmの 2～ 6芯（シールドケーブルを使用してください（使
用する信号の数によって芯数を選択する）。
4－ 20	mA	DC 第 1出力信号の配線は、液分析計、pH/ORP 計の端子mA1＋、mA1－と
受信計などの該当する端子に接続します。第 2出力信号の配線は、液分析計、pH/ORP計
の端子mA2＋、mA2－と受信計などの該当する端子に接続します。
リモート接点入力配線は、液分析計、pH/ORP計の CONTACT 端子に接続します。
ケーブルのシールドは、SHLD端子に接続してください。

注意
ケーブルのシールドは、液分析計、pH/ORP計側で接地してください。

(6) 入力接点信号「洗浄＜WASH＞」用配線
配線してあります。
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3.2.2 2線式pH計の場合の配線
図 3.3 に、2線式 pH計の場合の結線を示します。

pH検出器

客先配線
100V AC

100V AC

PH8SM3
コントロールボックス

（洗浄信号）
エアシリンダ

シリンダ異常信号

pH
ホルダ

8
9

13
12
11
14
15
16

A(+)
B(-)

e
f

(+)C
(-)D

+
-

4
5
6
7

1
2
3

1
2

（位置信号）

出力信号
(1-5V DC)

FLXA202またはFLXA21
PH201G

ディストリビュータ

	 コントロールボックス電気接続口：JIS	A15 相当プラスチックス水防栓（ケーブル外径 9～ 12mm用）
図3.3 2線式pH計（PH8SM3-G、-F）の場合の結線

(1) 検出器ケーブルの接続
検出器ケーブルの芯線に表示してある記号と FLXA202 または FLXA21	2 線式液分析計の
端子記号とが一致するよう接続してください。なお、検出器ケーブル接続に関する詳細は、
「FLXA202/FLXA21	2 線式液分析計」の取扱説明書を参照してください。また、中継端子
箱を使用している場合は、「WTB10	中継端子箱」の取扱説明書も参照してください。

注意
PH8HS3 ホルダにおいて、検出器ケーブルと KCl 溶液補給チューブは検出器ホルダの昇降
に同期して上下に動きます。この動きがスムーズに行われるよう、たるみや敷設位置に
配慮してください。上下運動時に検出器ケーブルがホルダ本体などに接触すると、損傷
することがあります。

(2) 検出器ホルダ上端位置検出信号用配線
配線には、外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用します。ケーブル両端の各芯線にM4
ねじ用端末処理を施したうえ、PH8HS3	ホルダのリミットスイッチ用端子台の端子 1とコ
ントロールボックスの端子 8とを、また、端子 2と端子 9とを接続してください。
（注）	端子 1と端子 9、端子 2と端子 8の組合せになっても、特に問題はありません。
PH8HS3 ホルダのケーブル引込み口は、シャシ上部右側面にあります。配線に際しては、
2本のねじを緩めて、カバー（防滴用）をはずしてください。なお、配線が終了したら、
必ず、カバーを取付けてください。
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(3) 電源／接地配線
＜電源配線＞
薬液洗浄形pH測定システムのコントロールボックスには、100	V	AC ± 10％、50／ 60	Hz
の電源を供給します。

 注意
保守作業時の安全を図るために
薬液洗浄形pH測定システムには、電源スイッチがありません。保守時における感電事故
や機器の損傷事故を防ぐため、電源ラインには必ずスイッチ（両切り形）を設けてくだ
さい。

配線には、外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用してください。電源からのケーブル芯
線にM4ねじ用端末処理を施したうえ、コントロールボックスの端子 1、2に接続します。
なお、ディストリビュータ電源の配線については、「PH201G	ディストリビュータ」の取
扱説明書を参照してください。
（注）	ディストリビュータは、仕様によって、電源電圧や接続方式が異なります。

＜接地配線＞
薬液洗浄形pH測定システムのコントロールボックスおよび 2線式液分析計には、D種接
地（接地抵抗 100 Ω以下）に相当する接地を施してください。コントロールボックスの
接地用端子は、ケース底部にあります。また、2線式液分析計の接地用端子に関する詳細は、
「FLXA202/FLXA21	2	線式液分析計」の取扱説明書を参照してください。

(4) 出力接点＜シリンダ異常＞信号用配線
PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットは、「シリンダ異常」接点信号を出力する機能を持ちます。
この接点信号は、PH8HS3	ホルダのエアシリンダ上昇動作に異常が生じたことを知るため
のものであり、(2) 項における検出器ホルダ上端位置検出信号を利用しています。
「シリンダ異常」接点信号は、コントロールボックス内のタイマ T1で設定した時間が経
過しても検出器ホルダ上端位置検出信号が出力されていない場合に出ます。
配線は、この機能を利用するときに施します。
配線には、仕上り外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用してください。ケーブル両端の
各芯線にM4ねじ用端末処理を施したうえ、コントロールボックスの端子 6、7と、使用
しているアナンシェータなどの機器とを接続してください。
接点容量などについては、1.1 項を参照してください。

(5) pH信号用配線
FLXA202 または FLXA21	2 線式液分析計は、4―20	mA	DC の電流信号とこの信号に重畳
した約 2	mAp-p の＜洗浄＞用信号などを PH201G	ディストリビュータに伝送します。ま
た、ディストリビュータは 1－ 5	V	DC の信号を出力します。
これらの配線には、仕上り外径 9～ 12	mmの 2芯シールドケーブルを使用してください。
2線式液分析計とディストリビュータ間の伝送信号配線は、2線式液分析計の端子＋とディ
ストリビュータの端子Aとを、また、端子－と端子 Bとを接続します。ケーブルのシー
ルドは、2線式液分析計の接地端子Gに接続してください。
出力信号の配線は、ディストリビュータの端子C、Dと受信計などの該当する端子とに接
続します。ケーブルのシールドは受信計などの機器側で接地してください。

(6) 入力接点「洗浄＜WASH＞」信号用配線
配線には、仕上り外径 9～ 12	mmの 2芯ケーブルを使用してください。ケーブル両端の
各芯線にM4ねじ用端末処理を施したうえ、コントロールボックスの端子 4、5とディス
トリビュータの端子 e、fとを接続してください。



IM 12B07W01-04JA

4-1	 	 ＜ 4.		運転＞

2nd Edition Dec. 20, 2019-00

4. 運転
この章では、各部名称と機能、および動作の概要を示すとともに、最適な洗浄を行うた
めのスタートアップ作業について説明します。

4.1 各部の名称と機能
図 4.1、図 4.2 に、PH8SM3	薬液洗浄操作ユニットと PH8HS3	ホルダの各部名称と機能を
示します。

■ PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット

薬液洗浄形pH計システムの
シ－ケンス動作をコントロール
します。

薬液を圧送する空気圧
を示します。

エアシリンダを作動する
空気圧を示します。

薬液を圧送する空気圧
設定用減圧弁です。

エアシリンダを作動する空気圧
設定用減圧弁です。

圧力計（PG1）

減圧弁（AS1）

タイマ（T2）

手動スイッチ
スイッチをONにすると、洗浄
動作が始まり、OFFにすると
終了します。

減圧弁（AS2）

圧力計（PG2）

薬液タンク

コントロールボックス

コントロールボックス

電源箱

（KCl溶液リザーブタンク）

（FLXA402 ）
（PH450G ）

（FLXA202・FLXA21）

KCl溶液リザーブタンクを
加圧する空気圧設定をします。

（指定があった場合に付加）

減圧弁AS3

（4線式pH計システム
の場合に付加）

薬液タンクカバー
屋外に設置する場合に、
紫外線によってタンクが
劣化するのを防ぎます。

（指定があった場合に付加）洗浄用薬液を入れる
タンク（有効容量
約17リットル）です。

洗浄時における、
洗浄槽内薬液の
エアバブリング時間を
設定するタイマです。

日除けフード
直射日光による、
pH計とコントロール
ボックスの異常昇温
を防ぎます。

（指定があった場合に付加）

図4.1 「PH8SM3 薬液洗浄操作ユニット」各部の名称と機能
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■ PH8HS3 ホルダ

エアシリンダ作動（下降）
用空気配管接続口

取付けブラケット
PH8HS3ホルダを
50Aパイプに取付け
るためのブラケット
です。

エアシリンダ
内部マグネットの
動きに合わせて、
外周部を摺動部が
スライドします。

エアシリンダ作動（上昇）用
空気配管接続口

薬液圧送用配管接続口

エアシリンダ摺動部
空気圧によって昇降
します。

検出器ホルダ
pH検出器が組み込まれ
ます。
検出器ホルダは、エア
シリンダ摺動部ととも
に昇降します。

Oリング
測定液が検出器ホルダ
内に侵入するのを防ぎ
ます。

リミットスイッチ端子台

リミットスイッチ
検出器ホルダが上端
位置に達したことを
検知します。

スプリング
洗浄時に洗浄槽の底
板を密閉する役目を
します。

洗浄槽底板
洗浄時に閉まり、タンク
から送られてくる薬液を
洗浄槽内に収容します。

カバー（防滴用）
端子台が濡れたりほこりが
堆積したりするのを防ぎます。

配線引込み口
リミットスイッチ
端子台への配線（上
端位置検出信号用）
を通します。

エアシリンダカバー
屋外設置の場合の
防塵カバーです。
（指定があった
場合に付加。)

本体シャシ

検出器ボルダ保持アーム
検出器ホルダは、アーム
に差し込んであるだけです。

洗浄槽
洗浄時、pH検出器は
ここに収納され、
電極部が洗浄されます。

(pH検出器)

（注）	校正時などにおいて本体から検出器ホルダを取りはずす際は、本体シャシの上部にあるカバーをはずし
ます。

	 なお、このカバーをはずした状態で使用しないでください。リミットスイッチ端子台の絶縁を維持し、
誤動作を防ぐために必要です。

図4.2 「PH8HS3 ホルダ」各部の名称と機能

● エアシリンダ摺動部の動作
エアシリンダ摺動部は、空気圧によって上下するエアシリンダ内部のマグネットによっ
て昇降します。エアシリンダの外周部に汚れが付着するとスムーズな動きをしなくなる
ことがあるので、できるだけ良好な環境に設置することをお勧めします。
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4.2 薬液洗浄形pH測定システムの動作
ここでは、動作モードや洗浄指令のタイミング、洗浄時の動作について説明します。

4.2.1 動作モード
薬液洗浄形pH測定システムの動作モードには、「測定モード」と「洗浄モード」があります。

● 測定モード
pH測定を実行しているときの状態です。検出器ホルダは、最も低い位置まで降下して、
pH電極を測定液に浸しています。

● 洗浄モード
「洗浄」指令によって検出器ホルダが下端位置から上昇を始め、pH電極の洗浄を実行し
て再び測定モードに入るまでの動作をしている状態です。洗浄モードには、洗浄動作後
の緩和時間も含まれています。洗浄モード時は、出力信号を洗浄モードに入る直前の値
などにホールドしておくことが可能です。

4.2.2 「洗浄＜WASH＞」指令
通常の運転における「洗浄＜WASH＞」指令（接点信号）は、4線式液分析計、4線式
pH/ORP計（または2線式液分析計）から設定している周期ごとに出ます。4線式液分析計、
4線式 pH/ORP 計の場合は、リモート接点入力回路を使って、随時、「洗浄」指令を出さ
せることもできます。4線式 pH/ORP計（または 2線式液分析計）から出る「洗浄」指令は、
洗浄時間と緩和時間の 2つの要素からなります。
薬液洗浄は、薬液洗浄操作ユニットのコントロールボックス内の「手動洗浄指令スイッチ」
で実行させることもできます。スイッチONで薬液洗浄形pH測定システムは洗浄動作状
態となり、スイッチOFFで洗浄動作状態が解除となります。なお、この操作で洗浄を行っ
ているときには、4線式液分析計、4線式 pH/ORP計（または 2線式液分析計）は洗浄モー
ドでの動作（出力信号のホールドなど）を行いません。
4線式液分析計、4線式 pH/ORP 計（または 2線式液分析計）からの「洗浄」指令と、コ
ントロールボックス内の「手動洗浄指令スイッチ」による洗浄指令が重なり合った場合
における検出器ホルダの動作は、図 4.3 のようになります。

コントロールボックス内
「手動洗浄」スイッチ：ON

検出器ホルダ
上端位置

下端位置

pH出力信号のホールド

4線式液分析計、
4線式pH/ORP計または
2線式液分析計
「洗浄」信号（自動洗浄）

電源：ON

洗浄周期 洗浄周期

洗浄時間 緩和時間

薬液圧送空気（洗浄モード）

（注）	洗浄周期、洗浄時間および緩和時間は、4線式 pH/ORP計または 2線式液分析計で設定します。
	 pH出力信号のホールドは、4線式液分析計 4線式 pH/ORP 計や 2線式液分析計からの指令による洗浄

動作時（洗浄モード）にだけ実行されます。なお、ホールドを解除しておくことも可能です。
	 薬液圧送は、検出器ホルダが下端位置から上端位置に移動した直後の一定時間（タイマ T2設定時間）

だけ行われます。
図4.3 自動洗浄指令と手動洗浄指令とが重なり合った場合における検出器ホルダの動作
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4.2.3 洗浄動作シーケンス
FLXA402、PH450Gまたは FLXA202/FLXA21 からの「洗浄＜WASH＞」指令によってpH
電極の洗浄が実行されるときの、一連の動作を図 4.4 に示します。

pH出力信号のホールド

「洗浄」接点信号

シリンダ作動用弁（SV2）

洗浄用底板

＜上端位置検出＞信号

検出器ホルダ

＜シリンダ異常＞信号

薬液圧送／エアバブリング
用電磁弁（SV1）

洗浄動作

薬液洗浄形pH測定システム

上端位置

下端位置

閉じる

開く

洗浄時間 緩和時間
（測定モード） （測定モード）

（洗浄モード）

t1：タイマT1設定時間
t2：タイマT2設定時間

シリンダに上昇用空気が供給される

上端位置に達しない状態

開く（計量タンクに空気が供給される）

t2

t1≧

t1＜

pH計

図4.4 洗浄動作シーケンス

● 「洗浄＜WASH＞」接点信号の出力
4 線式液分析計、4線式 pH/ORP 計（または 2線式液分析計）の洗浄周期設定タイマがタ
イムアップすると、洗浄動作に入ります。このとき、設定してある洗浄時間だけ、「洗浄
＜WASH＞」接点信号が薬液洗浄操作ユニットのコントロールボックスに出力されます。

● シリンダ作動用電磁弁SV2の動作
「洗浄＜WASH＞」接点信号を受けている間、コントロールボックス内の電磁弁 SV2が作
動し、シリンダ作動用空気圧が可動式ホルダのシリンダ上昇側に加えられます。その結果、
シリンダ摺動部に連結している検出器ホルダが上昇します（図 3.1 の配管系統図を参照し
てください）。

● 「上端位置検出」信号の出力、および「シリンダ異常」信号の出力
検出器ホルダが上端位置に達すると、洗浄槽の底板が閉じます。また、リミットスイッ
チもONになります。このON信号（24	V	DC、最大 50	mA）によって、コントロールボッ
クス内のタイマ T2が起動し、電磁弁 SV1を作動（バルブ：開）させます。電磁弁 SV1が
開くことによって、計量タンク内に空気圧が加わり、約 100ml の薬液がホルダの洗浄槽
に圧送されます。
空気の供給は、タイマ T2がタイムアップするまで続き、洗浄槽内の薬液をエアバブリン
グしてpH検出器の洗浄効果を高めます。
なお、「洗浄＜WASH＞」接点信号が出ると同時に起動するタイマ T1がタイムアップし
ても検出器ホルダが上端位置に達しない場合は、「シリンダ異常」信号が出ます。「シリ
ンダ異常」信号は、「洗浄＜WASH＞」接点信号が停止した時点で解除（接点 “開”）さ
れます。
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● 洗浄動作の終了
洗浄時間が経過すると、「洗浄＜WASH＞」接点信号が停止します。電磁弁 SV2 の空気
回路も切り換わり、空気圧がシリンダ下降側に加えられます。検出器ホルダが降下する
とともに洗浄槽の底板が開き、洗浄槽内の薬液が排出されます。
4線式液分析計、4線式 pH/ORP 計（または 2線式液分析計）は、洗浄時間経過後、引き
続き緩和時間に入ります。この間も 4線式液分析計、4線式 pH/ORP 計（または 2線式
液分析計）は出力信号をホールドしています（“ホールド有り” にセットしている場合）。
また、4線式液分析計、4線式 pH/ORP 計（または 2線式液分析計）の表示部には、洗浄
中を示す「*WASH」（点滅）を表示しています。
検出器ホルダは下端位置でpH検出器を測定液に浸し、緩和時間が経過して測定モードに
なるのを待ちます。

4.3 スタートアップ
薬液洗浄形pH測定システムを定常運転させる前に、次のことを行ってください。

4.3.1 配管・配線の施工状態点検
全ての配管・配線が正しく接続してあることを点検してください（「3.　配管および配線」
参照）。
配管の継手部に緩みの無いこと、コントロールボックス内の端子カバーが元どおり取付
けてあることなども確認してください。

4.3.2 薬液タンクへの薬液供給
洗浄液（薬液）には、2～ 10％の希塩酸や希硫酸など、pH電極に付着した汚れの除去に
効果的な液を用います。
薬液タンクの有効容量は約 17リットルです。ほぼこの量の薬液を、タンクに供給してく
ださい。
なお、高濃度の塩酸（例えば、濃度 37％市販品）や硫酸（例えば、濃度 96％市販品）を
用いて薬液を調製する場合は、別の容器で調製してから、薬液タンクへ移すことをお勧
めします。

 警告
高濃度の硫酸や塩酸の取扱いについて
高濃度の硫酸や塩酸は、身体に危険です。また、機器などの金属部に付着させると、そ
れらが腐食することがあります。
薬液の調製に高濃度の塩酸や硫酸を用いる場合は、正しい方法で希釈するなど、その取
扱いには十分に注意してください。

薬液タンクへの薬液注入は、計量タンクを取りはずして行います。薬液タンクへ薬液を
供給したら、元どおり計量タンクを取付けてください。
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● 計量タンクの計量方法
空気加圧チューブ Fと、圧送チューブGの 2本のチューブの高低差を利用し、一定量（100	
ml）の薬液を計量します。薬液タンク（TK）内の液は計量タンク底部のチェック弁（シート）
から計量タンク内に入ります。液面がチューブ Fの下端に達すると、それまでチューブ
Fの上部の大気開放口（ブリード）から出ていた計量タンク内の空気は封じられ、液面の
上昇が停止します。停止するまでの時間（計量時間）は約 1分です。洗浄モードに入ると、
チューブ Fに圧送空気圧力が加わりチェック弁が閉じ、計量タンク内のチューブGから
ホルダに送られます。チューブ F、チューブGの下端の差の容積約 100	ml が 1回の洗浄
量となります。

キャップ

Oリング

空気加圧チューブ(F)

圧送チューブ(G)

ガスケット

ガスケット

チェック弁
(シート)

チェック弁
（シート）

ブリード

（薬液タンクの液面）

計量タンク内の液面
（容量：約100 ml）

ボトム

ボトム

薬液流入口
Ｆ4.5.ai

図4.5 計量タンクの計量方法

4.3.3 リザーブタンクへのKCl溶液供給
pH検出器の KCl 溶液リザーブタンクに、KCl 溶液を供給してください。供給後は、pH検
出器ボディ内の空気を抜くなどの操作が必要です。作業は、「PH8EFP	KCl補給形pH検出器」
取扱説明書を参照して行ってください。
なお、pH検出器ボディ内の空気抜き作業は、PH8HS3	ホルダの本体から検出器ホルダを
取りはずして行います。検出器ホルダは、シャシ上部のカバーをはずして抜き取ります。

4.3.4 空気圧の調整
(1)	 コントロールボックス内減圧弁（2個）のつまみを、反時計方向に回し切ってくださ
い。つまみを回すときは、つまみ外周の赤色リングを手前に引きます。

	 薬液洗浄操作ユニットに減圧弁AS3（KCl 溶液リザーブタンク加圧空気用）が付加し
ている場合は、この減圧弁のつまみも反時計方向に回しておきます。

(2)	 コントロールボックスに、空気（圧力：300～ 950	kPa）を供給します。
	 空気源接続ラインに設けたストップバルブを開いてください。
(3)	 薬液圧送用空気圧（コントロールボックス内のエアパージを兼ねる）を調整します。
	 コントロールボックス内の圧力計（PG1）が 20～ 50	kPa を指示するよう、減圧弁（AS1）
のつまみを時計方向にゆっくり回してください。
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(4)	 シリンダ作動用空気圧を調整します。
	 コントロールボックス内の圧力計（PG2）が 300	kPa を指示するよう、減圧弁（AS2）
のつまみを時計方向にゆっくり回してください。このとき、空気圧が PH8HS3	ホル
ダのシリンダに加わり（下降側）、シリンダ摺動部とともに検出器ホルダが下端位置
に押し下げられます。

(5)	 KCl 溶液リザーブタンクを、約 10	kPa の空気圧で加圧してください。
	 PH8HS3	ホルダに減圧弁AS3 が付加している場合は、この減圧弁で行います。減圧
弁の圧力計の指示値を見ながら、つまみを時計方向にゆっくり回してください。

4.3.5 「薬液圧送時間」、「シリンダ異常信号出力タイミン
グ」の設定

薬液圧送時間および「シリンダ異常」信号出力のタイミングは、コントロールボックス
内のタイマで設定します。
タイマ T2（設定時間 0～ 10分用）が、「薬液圧送時間」設定用です。タイマ Tl（設定時
間 0～ 2分用）が、「シリンダ異常信号出力タイミング」設定用です。
（注）	タイマ Tl の設定軸は、端子カバーに隠れています。

出荷時、薬液圧送時間は、ほぼ 2分に設定してあります。また、「シリンダ異常」信号出
力のタイミングは、約 30秒に設定してあります。念のため、設定時間をチェックし、必
要があるときはこの設定時間を変更してください。
（注）	薬液圧送時間用タイマ T2の設定値は、必ず、洗浄時間（洗浄＜WASH＞接点信号出力）より短くして

ください。

なお、タイマには、図 4.6 のように約 270°の回転角（設定時間に対応）を 5等分した目
盛線が付いています。設定する場合は、マイナスドライバを使用して、設定軸のすり割
り方向（白色塗装側）を希望する時間目盛に合わせてください。

SL

設定軸すり割り
白色塗装側を、設定す

る時間に合わせる。
長 短

Ｆ4.6.ai

図4.6 タイマの目盛

チェックや再設定が終了したら、コントロールボックスの扉を閉じてください。
（注）	コントロールボックス内は、エアバージされています。扉は、できるだけ閉めておくようにしてください。

注意
コントロールボックス内の「手動洗浄」スイッチが、OFF になっていることを確認して
ください。

4.3.6 電源の供給
薬液洗浄形pH測定システムに電源を供給してください。
4線式 pH計の場合は、薬液洗浄操作ユニットの電源箱への電源ラインに設けたスイッチ
を入れることでシステム全体が作動します。
2線式 pH計の場合は、コントロールボックスへの電源ラインに設けたスイッチを入れる
とともに、ディストリビュータにも電源を供給します。
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4.3.7 洗浄動作に係わるデータの入力
洗浄動作に係わるパラメータには、4.3.5 項に示したデータ以外に、洗浄周期・洗浄時間・
緩和時間などがあります。これらのパラメータは、FLXA402/PH450G または FLXA202/
FLXA21 で設定します。
出荷時における設定データは、表 4.1 のようになっています。念のため、設定状態をチェッ
クしてください。また、必要に応じて、設定データを変更してください。設定データの
チェックや変更に際しての操作については、FLXA402/PH450G または FLXA202/FLXA21
の取扱説明書を参照してください。
表4.1 洗浄に係わるパラメータ

パラメータ項目
出荷時の設定状態

FLXA402またはPH450G FLXA202またはFLXA21
洗浄周期 8時間（設定範囲：0.1 ～ 36.0 時間）8時間（設定範囲：0.1 ～ 36.0 時間）
洗浄時間 4分（設定範囲：0.1 ～ 10分） 4分（設定範囲：0.1 ～ 10分）
緩和時間 30秒（設定範囲：0.1 ～ 10分） 30秒（設定範囲：0.1 ～ 10分）
出力信号 ホールド（直前値） ホールド（直前値）

4.3.8 洗浄動作の確認
まず、PH8HS3	ホルダの設置状態が、適正であることを確認してください。
・	 液面変動があっても、測定モード時には、pH検出器の先端が常に測定液に浸ること。
・	 洗浄槽の底板が、測定液に浸るおそれのないこと。
次に、コントロールボックス内の「手動洗浄」スイッチをONにして、薬液洗浄形pH測
定システムが正常に動作することを確認します。
・	 スイッチONと同時に検出器ホルダが上昇し、速やかに（「シリンダ異常」信号が出
力しないうちに）上端位置に達すること。
（注）	検出器ホルダが上端位置に達すると、「上端位置検出」信号が出ます。

・	 閉じた洗浄槽底板のガスケット部から、薬液が漏れないこと。
・	 スイッチOFFと同時に、検出器ホルダが速やかに下降すること。
以上の動作を調べたら、FLXA402/PH450GまたはFLXA202/FLXA21から「洗浄＜WASH＞」
接点信号を出力させ、薬液洗浄形pH測定システム全般の洗浄動作が、問題なく実行され
ることを確認してください。
（注）	洗浄動作は、設定してある洗浄周期を 30分程度に短縮して実行させてください。なお、4線式 pH計の

場合は、リモート接点入力信号によって洗浄動作を開始させることもできます。

4.3.9 標準液校正
定常運転に入る前に、標準液校正を行ってください。
校正の実施要領は、FLXA402/PH450G または FLXA202/FLXA21 の取扱説明書を参照して
ください。
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4.4 定常運転
スタートアップ作業が完了したら、定常運転を行うことができます。ここでは、定常運
転時、日常的に行う点検項目や、運転を停止する場合に注意する点などを示します。

4.4.1 運転当初に行うデータ収集
洗浄の実施回数が多いと、それだけ薬液の消費も多くなり不経済です。pH電極の洗浄は、
測定誤差が所定の範囲内に維持されることを条件に、実施回数を少なくするのが有利で
す。
出荷時に設定する洗浄動作パラメータは、標準的な条件のプロセスで使用した場合を想
定しています。したがって、プロセス条件によっては、より効率的な洗浄動作を実行さ
せることが可能です。
運転開始当初は、次の項目の中から変更可能な項目を選び、一定期間ごとにそれら条件
を変えて洗浄効果を調べ、最適な条件を見つけ出すことをお勧めします。
・	 薬液の濃度（この場合には、設定データの変更はありません。）
・	 洗浄周期
・	 洗浄時間
・	 バブリング時間

4.4.2 定常運転時の点検項目
薬液洗浄形pH測定システムの動作に不都合が生じないよう、表 4.2 に示す項目の点検を
行ってください。
なお、運転停止時に行う性能維持のための点検・保守については、5章を参照してくだ
さい。また、FLXA202/FLXA21	2 線式液分析計または FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	
pH/ORP 計、および PH8EFP	pH 検出器の点検項目については、それぞれの取扱説明書を
参照してください。
表4.2 定常運転時の主な点検項目

点検項目 点検内容（要件を満たさない場合の処置） 推奨点検周期

薬液タンク内薬液の残量 所定の量（タンクに表示）以上残っていること。
残量が少ない場合は、補充してください。

約 1か月
（100	ml/1 回）

PH8HS3	ホルダのシリンダ部
に付着している汚れの状態

摺動を妨げる量の汚れが付着していないこと。
屋外用の場合におけるシリンダカバーの外し方は、5.2.3 項を
参照。

約 1か月

コントロールボックス内減圧
弁の設定空気圧

減圧弁AS1、AS2 の圧力計 PG1、PG2 が、設定したときの値
を示していること。
（設定時の圧力を指示していない場合は、調整してください。）

約 1か月

検出器ホルダの接液部に付着
している汚れの状態

昇降時に洗浄槽に着くほど、著しい汚れが付着していないこ
と。 約 1か月

検出器ケーブルおよび KCl 溶
液捕給チューブの敷設状態

PH8HS3	ホルダ本体検出器ホルダ昇降時、PH8HS3	ホルダ本
体に接触しないこと。
敷設状態を正してください。

約 1か月

点検の結果、直ちに処置を必要とする場合は、保守作業を行ってください。

 警告
ホルダ保守時の安全に留意
怪我や機器の破損事故を起こすことがあるので、ホルダの保守作業中に洗浄動作の始ま
ることがないことを十分に確認してください。
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4.4.3 停電時／再通電時の動作
瞬時停電が動作の保持される範囲（～数十ms程度）を超えた場合、測定・洗浄のいずれ
の動作中であっても、検出器ホルダは下端位置の状態になります。
再通電した時は、測定モードになります。ただし、コントロールユニット内の「手動洗浄」
スイッチをONにしていた場合は、洗浄状態になります。

4.4.4 運転を停止する場合の操作
pH検出器を良好な状態に保ち、運転再開時、直ちに正常なpH測定が行えるようにします。
電源の供給を停止する前に、次の操作を行ってください。
(1)	 コントロールボックスの「手動洗浄」スイッチをONにし、洗浄動作を実行させてく
ださい。

(2)	 (1) 項でのエアバブリング動作終了後に、検出器ホルダを取りはずしてください。
	 そして、pH検出器の先端部を水に浸します。電極ガラス膜の乾燥防止のため、pH
検出器は、運転再開まで水に浸した状態にしておきます。

注意
検出器ホルダを本体シャシから引き抜くために取りはずした端子カバーは、必ず、取付
けておいてください。特に、雨などの降りかかる場所に設置してある場合は注意が必要
です。リミットスイッチ用端子台が濡れると、接続ケーブルの腐食原因になります。

(3)	「手動洗浄」スイッチをOFFにしてシリンダ摺動部を下降させ、洗浄槽内の薬液を排
出してください。

(4)	 長時間、運転を停止する場合において、リザーブタンク内 KCl 溶液の消費を防ぎたい
ときは、加圧空気用減圧弁を閉めてください。ただし、空気の供給も停止する場合
には、閉める必要はありません。

4.4.5 運転を再開する場合の操作
運転再開時は、次の操作をしてください。なお、運転停止が長期間にわたった場合は、
薬液洗浄形pH測定システムに異常のないこと（配管の緩みや材質劣化など）を調べてく
ださい。
(1)	 空気の供給を停止した場合は、所定の圧力で空気を供給してください。
(2)	 各減圧弁の設定圧をチェックしてください。所定の値になっていない場合は調整し
ます。

(3)	 PH8HS3	ホルダ本体部に、検出器ホルダを取付けてください。
(4)	 装置に電源を供給してください。
(5)	 コントロールボックスの「手動洗浄」スイッチをONにして、洗浄動作が正常に行わ
れることを確認してください。確認後、スイッチをOFFにします。

(6)	 標準液校正を行ってください。
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5. 点検および保守
この章では、薬液洗浄形pH測定システムの性能を維持するために、一定期間ごとに運転
を停止して行う点検・保守について説明します。点検・保守は、1年ごとに行うことをお
勧めします。
薬液の補給など、運転の維持に必要な日常の点検・保守については、4.4.2 項を参照して
ください。
また、FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	pH/ORP 計または FLXA202/FLXA21	2 線式液分
析計、および PH8EFP	pH 検出器の点検・保守については、それぞれの取扱説明書を参照
してください。

万一のトラブル発生時や定期修理時に敏速な保守ができるよう、劣化損耗部品などは予
備することをお勧めします。1.2 項の補用品を参照してください。

5.1 PH8SM3 薬液洗浄操作ユニットの点検・保守

5.1.1 配管（薬液洗浄操作ユニット－ホルダ間）の点検
薬液洗浄操作ユニットからホルダに接続されている配管が損傷を受けていないこと、ま
た、継手部に緩みがないことを点検してください。
もし、配管に損傷などの異常がある場合は、配管および継手を交換してください。また、
薬液圧送用配管において、配管内に流量に影響する汚れが付着している場合は洗浄（ま
たは交換）します。
配管には、必ず∅ 6×∅ 4	mmチューブを用いてください。長さも、交換前の配管長に
合わせてください。薬液圧送用配管（薬液タンク－ホルダ洗浄槽間の配管）には、耐薬
品性のあるチューブを使用することも必要です。
配管の施工要領は、3.1 項を参照してください。

● 樹脂製配管の交換周期、および他の配管材料について
薬液洗浄形 pH測定システムでは、耐薬品性が優れており、配管敷設作業も容易なので、
ポリエチレン樹脂製チューブまたはフッ素樹脂（PTFE）製チューブを採用しています。
ポリエチレン樹脂製チューブの場合は、耐候性（対紫外線）に限界があるので、目視によっ
て異常（著しい材質劣化など）が認められない場合においても、1～ 2年ごとに交換する
ことをお勧めします。交換に際しては、継手も同時に交換してください。
なお、屋外での使用においてもポリエチレン樹脂製チューブが劣化しやすいときは、フッ
素樹脂（PTFE）製チューブなど、他の材料を用いて配管することをご検討ください。
ポリエチレン樹脂製チューブ以外の任意の材料で配管する場合は、次の点に留意してく
ださい。
・	 空気専用配管（コントロールボックス－エアシリンダ間）を金属管で配管する場合
でも、サイズは∅ 6×∅ 4	mmとしてください。また、金属管用の継手（接続口：
Rc1/4）を使用してください。

・	 薬液圧送用配管には、耐薬品性のある材料を選定してください。また、フッ素樹脂
（PTFE）製チューブを採用するときは、必ず、フッ素樹脂（PTFE）製チューブ専用の
継手（接続口：Rc1/4）を使用してください。

	 一般のチューブ用継手を使用すると、配管がはずれるトラブルの原因になります。



IM 12B07W01-04JA

5-2	 	 ＜ 5.		点検および保守＞

2nd Edition Dec. 20, 2019-00

5.1.2 電磁弁の点検
コントロールボックス内の薬液圧送用電磁弁 SV1 が閉じている時、薬液タンクに空気が
漏れ込まないことを点検してください。
漏れが生じている場合は、電磁弁の交換が必要です。

5.1.3 電源箱内ヒューズの交換
4 線式 pH計の場合にだけ、該当します。
薬液洗浄操作ユニットの電源箱内には、pH/ORP 計電源回路用のヒューズ（定格：1	A）
があります。このヒューズが切れるとpH測定ができなくなるので、特に異常がない場合
でも、2年目ごとに交換することをお勧めします。
（注）	FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	pH/ORP 計内にも 0.1	A ヒューズがあります。FLXA402/PH450Gの保

守部品リストを参照ください。

5.2 PH8HS3 ホルダの点検・保守

5.2.1 検出器ホルダ接液部の付着物除去
薬液洗浄によって落とせる汚れは、pH検出器のボディ部に付着する汚れだけです。
検出器ホルダ部まで測定液に浸している場合は、薬液洗浄では落とせない部分に付着し
ている汚れを手で除去してください。
多量の汚れを付着させておくと、検出器ホルダの上昇時に洗浄槽やエアシリンダを汚し、
動作に支障の生じることがあります。
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5.2.2 洗浄槽底板部ガスケットの点検
PH8HS3	ホルダを洗浄動作状態にして（コントロールボックスの「手動洗浄」スイッチを
ONにする）、ガスケットのシール性を点検してください。液が漏れる場合は、主に、次
のようなことが原因となっています。
・	 シール面に汚れが付着している。
・	 歪みが残り、均等な力でシール面が押さえられない。
・	 材質の劣化などによって、ガスケットが損傷している。
ガスケットの劣化によって液がシール部から漏れる場合は、ガスケットを交換してくだ
さい。
シール面を押さえる力の不均等が漏れの原因になっている場合（ガスケットを交換した
場合を含む）は、次の要領でストッパの高さを調整してください。なお、調整は、洗浄
動作状態で行います。
(1)	 ストッパのロックナットを緩めてください。
(2)	 シール部からの漏れが止まるよう、ストッパの高さを調整してください。（ガスケッ
ト面と洗浄槽端面とが平行になり、ガスケットのシール面全体が一様の力で洗浄槽
端面に接する高さ。）

	 なお、洗浄槽内が空になっている場合は、洗浄槽内に 100	ml 程度水を注いで作業を
してください。

	 もし、ストッパの高さを調整してもまだ漏れ量が多い場合には、ガスケットを押し
付けるためのスプリング力を調整（強める）します。
(a)	 スプリングの上部にあるスプリング用ロックナットを緩めてください（反時計
方向に回す）。

(b)	 漏れが止まるまで、スプリング力調整ナットを時計方向に回してください。
（注）	スプリング力は、45	N（ニュートン）が標準です（スプリングを約 10	mm圧縮する）。
	 この近辺の力を加えても漏れが止まらない場合は、他に原因があります。
	 ［スプリングカ調整ナット位置の基準］
	 ガスケット面が軽く液槽端面に接するときのスプリングの上端（自由長）位置から、9	mm

だけスプリングを圧縮させた位置になります。

(c)	 スプリング用ロックナットを締めてください。
(3)	 ストッパ用ロックナットを締めてください。

F5.1.ai

スプリング用ロックナット

スプリング力調整ナット

スプリング

ロックナット

ストッパ

洗浄槽

ガスケット

底板

図5.1 PH8HS3 ホルダの構造
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 警告
高濃度の硫酸や塩酸の薬液の場合、洗浄槽に残留した薬液を除去してから掃除をしてく
ださい。
高濃度の硫酸や塩酸は、人体に危険です。また、機器などの金属部に付着させると、そ
れらが腐食することがあります。
取扱には十分注意してください。

5.2.3 検出器ホルダ昇降用エアシリンダの掃除
検出器ホルダを昇降させるエアシリンダの摺動部は、シリンダ筒に沿って作動します。
摺動部は、洗浄周期によっては長時間下端位置に停止した状態になります。シリンダ筒
が汚れていると、長時間停止していた場合に設定空気圧では摺動部がスムーズに動き始
めないことがあるので、シリンダ筒が汚れていないことを点検してください。
シリンダ筒に摺動部の動きを妨げるほこりなどが付着している場合は、布などで拭き取
ります。
なお、エアシリンダカバー付きの場合は、カバーをはずして点検・掃除を行います。カバー
の取りはずしは、次の要領で行います。
(1)	 検出器ホルダを、下端位置（測定状態）にしておきます。
(2)	 カバーを固定している 4本のねじ（カバーの上下部分に各 2本）を取りはずします。
(3)	 カバーを上部方向にずらすようにして、取りはずします。
取りはずし作業は、以上です。取付けは、取りはずしと逆の要領で行います。

5.2.4 検出器ホルダOリングの点検
検出器ホルダのpH検出器取付け部には、測定液の侵入を防ぐOリング（2個）がありま
す（図 4.2 参照）。検出器ホルダから pH検出器を引き抜いて、検出器ホルダの内部に測
定液が漏れ込んでいないことを点検してください。
もし、検出器ホルダの内部に測定液が漏れ込んでいたら、Oリング（2個）を交換します。
Oリングの交換に際しては、検出器ホルダ内に漏れ込んだ測定液を拭き取ってください。
特に、シール性を損なうOリング装填部の汚れは、きれいに落としてください。

5.2.5 リミットスイッチ用端子台の点検
シャシ上部に取付けてある端子カバーをはずし、リミットスイッチ用端子台が清浄な状
態になっていることを点検してください。もし、塵埃や汚れが付着していたら、落とし
ておきます。
また、接続ケーブルの導線や端子部に、断線にむすび付く異常（腐食など）がないこと
を点検してください。トラブル発生のおそれがある場合は、正常な状態に修復してくだ
さい。
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6. トラブルシューティング
部品の不良などが原因で、動作に異常が生じた場合の処置方法を説明します。
なお、FLXA402	4 線式液分析計、PH450G	pH/ORP 計または FLXA202/FLXA21	2 線式液分
析計、および PH8EFP	pH 検出器に関する動作異常については、それぞれの取扱説明書を
参照してください。

6.1 100 ml以上の薬液がホルダに送られる場合
主な原因は、配管継手部や計量タンクのOリング部から空気が漏れていることです。
空気の漏れが著しいと、計量タンクにはタンク本体の液面と平衡する高さまで液が入り
込むので、所定の量（約 100	ml）より多くの液が送られます。

● 処置
配管継手部からの漏れがないことを確認したうえで、キャップを十分にねじ込んでくだ
さい。その状態でも漏れ生じる場合は、筒部に亀裂がないことやOリングに異常がない
ことなどを調べ、不良部品を交換してください。

キャップ

Oリング

空気加圧チューブ

圧送チューブ

ガスケット

ブリード

（薬液タンクの液面）

計量タンク内の液面
（容量：約100 ml）

薬液流入口 薬液タンク

計量タンク

チェック弁
（シート）

図6.1 正常な場合における計量タンク内の液面

なお、薬液タンクがホルダの洗浄槽より低い位置に設置されているときは、薬液圧送配
管に洗浄槽より高い部分のあることを確認してください。高い部分がないと、圧送した
薬液がエアバブリング終了後に洗浄槽からタンク内に逆流してきます。
（注）	洗浄槽内の薬液が薬液タンクに逆流した場合は、詰まり予防のため、ブリードを掃除してください。
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6.2 ホルダに送られる薬液の量が少ない場合
計量タンクの底部にあるシートが、逆止弁としての機能を果たしていないことが原因の 1
つになっています。通常、計量タンクに空気圧が加わるとシートは液入口を塞ぎ、内部
の液はホルダにだけ流れます。劣化損傷などでシートが液入口を封じなくなると内部の
液はタンク本体側にも逆流するので、ホルダに送られる液の量は少なくなります。

● 処置
シートを点検し、劣化損傷している場合は交換してください。

注記
シートに異常が認められない場合は、コントロールボックス内の薬液圧送用電磁弁 SV1
の漏れを調べてください。
もし、閉じている状態のときに空気が流れていたら、良品と交換します。
また、洗浄槽内の薬液が薬液タンクに逆流した形跡がないか、調べてください。逆流によっ
てブリード（図 6.1 参照）が詰まった場合には、規定量の薬液を計量できなくなります。
ブリードが詰まっていたら、掃除してください。

6.3 ｢シリンダ異常」信号が出る場合
次に示すことなどが、主な原因になっています。
・	 シリンダ作動用空気配管の接続部に緩みがある。
・	 所定の空気圧が得られない。
・	 PH8HS3	ホルダのシリンダ筒に汚れが付着している。
・	 シリンダ筒に塗布したグリースの潤滑性能が低下した。
・	 リミットスイッチ回路系に異常がある。
シリンダ摺動部が上端位置まで移動していない場合は、まず、コントロールボックス内
の圧力計PG2の指示値が、設定圧になっていることを調べてください（洗浄動作時）。もし、
設定圧より低い場合は、配管接続部に緩みのないことを確認したうえ、設定し直します。
次に、シリンダ筒に付着している汚れを拭き取り、薄くグリースを塗布してください。
シリンダ摺動部が上端位置にある場合は、6.5 項を参照して処置してください。
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6.4 洗浄槽底板部からの液漏れが止まらない場合
ガスケットの交換とストッパの高さ調整（5.2.2 項を参照）を行っても液が漏れる場合の
原因には、材質劣化（腐食など）によるスプリング力低下があげられます。
スプリングを目視点検して、異常がある場合は交換してください。

● スプリングの交換要領
(1)	 ガイドプレートをシャシに固定している 2本のねじをはずしてください。
(2)	 ロッド先端部に取付いているねじをはずしてください。
(3)	 ガイドプレートなどの一連の部品を、ロッドから抜き取ってください。
(4)	 新しいスプリングを組み込んでください。また、(3) 項で取りはずしたワッシャ、ス
プリング力調整ナット、ロックナットおよびガイドプレートもロッドに組み込んで
ください。(2) 項ではずしたねじも取付けます。

(5)	 ロッドの上下運動に支障が生じないよう留意して、ガイドプレートをシャシに固定
（ねじ止め）してください。

(6)	 スプリング力を調整します。
	 まず、洗浄槽端面にガスケットが軽く接する位置で、洗浄槽底板を固定（テープな
どで仮止め）してください。

	 次に、スプリングが 9	mm程度圧縮されるよう、スプリング力調整ナットをねじ込
んでください（スプリング力：約 40	N（ニュートン））。

(7)	 ロックナットを締め付けてください。

ねじ

ロッド

ガイドプレート

ロックナット

スプリング力調整ナット

ワッシャ

スプリング

シャシ

図6.2 ホルダのスプリング力調整部
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6.5 洗浄槽に薬液が圧送されない場合
シリンダ摺動部が上端位置まで上昇してもタイマ T2が作動せず、洗浄槽に薬液が圧送さ
れない（電磁弁 SV1が開かない）原因の 1つに、＜上端位置検出信号＞の異常（出力しない）
があります。
この異常現象が生じた場合は、必ず、洗浄動作が終了してシリンダ摺動部が下降したこ
とを確認してから、リミットスイッチ用端子台に接続されている配線を調べてください。

 警告
感電などに注意
リミットスイッチ用端子台の端子 1－ 2間を短絡すると、24	V	DC、最大約 50	mAの電流
が流れます。

配線に断線などの異常がある場合は、修復してください。配線などに異常がなく、異常
の原因が明確化できない場合は、当社にご連絡ください。
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Automatic Cleaning Type pH Metering System
PH8SM3
Operational Unit (Style C)

CMPL 12B07W01-13E
1st Edition: 1999 (YK)

4th Edition: Oct. 2016 (YK)

5
4

7
6

1

2 3

8

9
10
11
12
13
14
15

16

17

Item Part No. Qty Description
1 A1109EF 1 Fuse (1A)  (Only PH8SM3-E)
2 K9729DB 1 Solenoid Valve Assembly (SV1)
3 K9729DC 1 Solenoid Valve Assembly (SV2)
4 K9731MA 1 Tank Assembly for polyethylene (Suffix Code : -L10)

K9731MB 1 Tank Assembly for PTFE (Suffix Code : -T10)

5 K9729BN 1 Tank
6 K9729CT 1 Cap
7 K9731MC 1 Metering Tank Assembly (Material: polyethylene)

K9731MD 1 Metering Tank Assembly (Material: PTFE)
8 L9831NE 2 Connector (Material: polyethylene)

L9831TT 2 Connector (Material: PTFE)
9 K9729BL 1 Cap Assembly
10 K9729YL 1 O-Ring
11 L9831JE 2 Connector (Material: polyethylene)
12 K9729BV 1 Pipe

13 K9729BX 1 Tube
14 K9729BY 1 Tube
15 K9729GA 1 Check Valve (Seat)
16 K9729GB 1 Gasket
17 K9729GC 1 Bottom
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Automatic Cleaning Type pH Metering System
PH8HS3
Holder (Style C)

CMPL 12B07W01-23E
1st Edition: 1999 (YK)

3rd Edition: Oct. 2016 (YK)

2

1

Item Part No. Qty Description
1 K9729YK 2 O-Ring
2 K9729WJ 1 Gasket
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