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はじめに

この度は，携帯形レーザ濁度計 TB650Gをご購入いただきまして誠にありがとうございま

す。

TB650Gは，簡便な操作性と堅牢な耐環境性に心がけておりますがご使用前にはぜひこの説

明書をお読み下さり，本器の基本的な機能や設置方法等をご理解ください。また，運転を開

始されてからも各種機能や保守などの参考書としてご活用ください。特に，下記の注意事項

は必ずお守りくださいますようお願いいたします。

警　告

レーザー光の危険防止について

本器は内部の粒子検出機構にレーザを用いており，JIS C6802で規定されるクラスIIIBに

該当するレーザ製品です。そのため，直視すれば失明の危険があります。通常の操作中

において作業者がレーザ光にて被ばくすることはありません。また，レーザ保護筐体に

はセイフティインターロック機構は備わっていませんが，保護筐体を取り外す必要のあ

る作業は，ユーザ側にはありません。このため，保護筐体の取り外しおよび機器の分解

等は絶対にしないでください。

取扱い上の注意事項

◎操作に必要な箇所以外には触れないでください。

◎水や薬品がかからないようにしてください。水や薬品がかかると故障の原因になりま

す。万一，水や薬品類（非腐食性に限る）がかかった場合は，すぐに電源を切りよく

乾かしてからお使いください。また，汚れた手や濡れた手で計器の端子部に触れたり

しないでください。計器の故障や測定値異常の原因になるばかりでなく感電の危険も

ありますので，十分注意してください。

◎振動や衝撃を与えないでください。

測定中に振動や衝撃が加わると，誤動作することがあります。

◎常温・常湿に近く，かつ温度変化の少ない場所でお使いください。

◎光学系に結露が生じるような急激な温度変化を与えないようにしてください。

◎本器には水以外の溶液を流さないでください。万一，サンプル液として水以外の溶液

を用いられる場合には当社までご相談ください。

また，接液部には以下の材質を使用しています。

石英ガラス，アクリル，バイトン，ポリプロピレン，PFA，PTFE，SUS316

◎換気が良く腐食性雰囲気および埃のない場所に設置してください。

◎スチームによる殺菌はできません。熱殺菌をされるときは，90℃以下の熱水をご使用

ください。

◎その他，本器仕様を満足しないような使い方はしないでください。
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1. 概　　要

携帯形レーザ濁度計 TB650Gは，濁りの要因である微粒子を1個ずつ検出し，それらの投影

面積の1ml中の総和を求めることによって，超低濃度濁度の測定を可能にしました。

TB650Gは，0.0001から2mg/lまたはNTUまたは度の濁度を自動的に測定することができま

す。また，校正は出荷時にカオリン濁度標準液もしくはホルマジン濁度標準液を用いて行っ

ていますので，特別に必要がある場合以外は，そのまま使用できます。

外部出力として，RS-232-Cをはじめ，4－20mA DCのアナログ出力，250V AC 1Aの警報接

点出力を標準装備しており，外部機器への接続が容易になっております。また，プリンタも

内蔵しております。
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2.  仕　　様

2. 仕　　様

標準仕様

●粒径感度 ：0.1μm以上

●測定時間 ：6秒，1分，10分選択

●サンプル流量 ：50ml/min

●サンプル液圧 ：300kPa以下

●サンプル液温 ：0～40℃

●接液材質 ：合成石英ガラス，PTFE，アクリル，バイトン，ポリプロピレン，PFA，

SUS316

●周囲温度 ：0～40℃（ただしセル内が凍結しないこと）

●周囲湿度 ：85%RH以下（ただし結露しないこと）

●表示方式 ：5桁LED

●表示内容 ：数値表示およびセルエラー，警報，レーザエラー，カウント表示

●出力 ：RS-232-C，4－20mA DC（最大負荷抵抗：550Ω）

●警報出力 ：警報出力時“閉”（接点容量：250V AC  1A）

●電源 ：100～110 ±10V AC  50/60Hz

●消費電力 ：30VA

●外形寸法 ：230mm(W)×360mm(D)（ホルダ水平時：415mm）×156mm(H)（ホルダ

垂直時：190mm）

●質量 ：約6.2kg

●付属品 ：電源コード（約2m），テフロンチューブ（φ6×φ4mm，3m），

3P/2P変換アダプタ，ヒューズ（250V，3A）

特　性

●最小分解能 ：0.0001mg/lまたはNTUまたは度

●繰り返し性 ：スパンの±5%以下もしくは±0.0005mg/l以下のどちらか大きい方

補用部品

●プリンタ用紙（10巻入り） ：部品番号 K9058TB

●テフロンチューブ（φ6×φ4mm，1m） ：部品番号 L9901AE

●ヒューズ（250V，3A） ：部品番号 A1436EF

●チューブ継手 ：部品番号 K9058TE

注　　　意�

・電源コードおよびヒューズについては，当該製品以外への転用はしないでくだ

さい。
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3. 準　　備

(1) コード類の接続

本器電源スイッチをOFFにした状態で付属の電源コード（3プラグ付）を用いて，ACコン

セント（100V AC）に接続してください。3P/2P変換アダプタが付属されていますが，3プラグ

が接続可能な場合は，必ず3プラグで接続してください。

(2) サンプリングチューブの接続

サンプリングチューブには，外径φ6mmの透明チューブをご使用ください。

φ6mm以外のチューブを使用される場合は，裏パネルの継手部を取り外し，適当なものに

交換してご使用ください。（Rc1/8）

注　意

サンプリングラインには，300kPa以上の液圧がかからないようにしてください。

SAMPLE IN

SAMPLE OUT

PUMP IN

PUMP OUT

TB650G

測定水�

排水�

サンプル圧がない場合の接続�

SAMPLE IN

SAMPLE OUT

PUMP IN

PUMP OUT

TB650G

測定水�

排水�

サンプル圧がある場合の接続�
PUMP INおよびPUMP OUTは配管せず，�
ポンプのスイッチをOFFにしてください。�

(3) ポンプ

機器に50ml/minのサンプリング液が供給できる場合（インライン方式での測定の場合）

は，ポンプ電源OFFの状態で使用してください。また，バッチ方式など液圧がなく機器にサ

ンプリング液が供給できない場合は，ポンプONの状態で使用してください。

注　意

ポンプの破損について

インラインで使用する場合などサンプリング液が圧送されてくる場合では，絶対にポン

プにつながないでください。ポンプが破損します。サンプリング液圧がない場合でのみ

ご使用ください。
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3.  準　　備

（４）サンプル液流量の設定

裏パネル（P.11）のサンプル流量調節用バルブ⑨（FLOW･CONT）で，サンプル液の流量

が50ml/minになるように（流量計⑨の赤い玉が太い線上に来るように）調整してください。
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4. 操作方法

(1) フロントパネル

　(注）PSLの場合「度」となります。

① PRINTスイッチ

PRINTスイッチ①を押すとプリンタに電源が入り，印字し始めます。この時にはスイッチ

上部の赤LED⑩が点灯しています。プリンタの印字を止めたいときは再度PRINTスイッチ①

を押してください。赤LED⑩が消灯しているときはプリンタは印字しません。再び印字させ

たいときはもう一度PRINTスイッチ①を押してください。

注：プリンタ横に付いている緑のLEDは主電源を入れると点灯します。

これはプリンタ印字のON/OFFに関わらず主電源を入れている限りは常時点灯します。

裏パネル（P.11）の主電源①を入れてもプリンタは印字されません。

② DISPLAYスイッチ

測定単位の切換スイッチです。

    mg/l    ： カオリン濁度標準液で校正された濁度を表示器⑧で5桁数値（小数点第4位）で

　                      表示します。

    度       ：  PSL濁度標準液で校正された濁度を表示器⑧で5桁数値（小数点第4位）で表示

　　　　　　  します。

    NTU   ：  ホルマジン濁度標準液で校正された濁度を表示器⑧で5桁数値（小数点第4位）

　　　　　　  で表示します。

選択している単位の赤LED⑪が点灯します。

①� ②� ③� ④�

⑩�

⑧�

⑭�⑮� ⑯� ⑰�

⑨�

⑪� ⑫� ⑬�

⑥� ⑦�

⑤�
（注）�
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4.  操作方法

③ AVERAGEスイッチ

6SEC ：6秒間の測定値を表示器⑧で5桁数値（小数点第4位）で表示します。

主電源を入れてから6秒後に測定値を表示します。以後，6秒ごとに新しい測定

値を表示します。

6秒ごとのリアルタイムの測定値ですので値がフラつくことがあります。データ

をとる際には1MINか10MINを選択されることをお薦めします。

1MIN ：1分間の測定平均値を表示器⑧で5桁数値（小数点第4位）で表示します。

主電源を入れてから1分後に測定値を表示します。以後6秒ごとに新しい測定平

均値を表示します。（主電源を入れてから1分間は6 S E Cの値が表示されま

す。）

この測定値は6SECのデータを1分間（10個）集めて平均した値です。

＊過去一番古い6SECのデータを捨て，一番新しい6SECのデータを加えて平均

し，6秒ごとに測定平均値の更新をしています。

10MIN：10分間の測定平均値を表示器⑧で５桁数値（小数点第４位）で表示します。

主電源を入れてから10分後に測定値を表示します。以後6秒ごとに新しい測定

平均値を表示します。（主電源を入れてから10分間は6SECの値が表示されま

す。）

この測定値は6SECのデータを10分間（100個）集めて平均した値です。

＊過去一番古い6SECのデータを捨て，一番新しい6SECのデータを加えて平均

し，6秒ごとに測定平均値の更新をしています。

③で選択している測定平均時間の赤LED⑫が点灯します。

④ MODEスイッチ

時刻（CLOCK）・警報設定（ALARM）・プリント間隔（PRT.INT）・アナログ出力設定

（OUTPUT SPAN）の各設定を行います。

各数値設定には矢印スイッチ⑤（∧・∨・＜・＞）とCANCELスイッチ⑥（中止），ENT

スイッチ⑦（確定）を使用します。

◆時刻・日付・西暦設定

MODEスイッチ④を押し，CLOCK⑬の赤LEDを点灯させます。

最初に現在時刻が表示されます。

表示器⑧の数値表示の右端のLEDが点滅していますので，数値変更したい桁まで左右矢印

スイッチ⑤（＜・＞）で点滅を移動させ，上下矢印スイッチ⑤（∧・∨）で数値入力をし

てください。

入力した数値が正しければENTスイッチ⑦を，数値入力を中止したいときはCANCELス

イッチ⑥を押してください。

ENTスイッチ⑦を押すと，次に日付が表示されます。

時刻設定と同じように矢印スイッチ⑤で数値入力し，ENTスイッチ⑦を押してください。

最後に西暦が表示されますので，同様に数値入力をし，ENTスイッチ⑦を押してくださ

い。

CLOCK⑬の赤LEDが消灯し，通常の測定値表示に変わります。
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◆警報出力設定

表示器⑧に表示されている測定値が警報出力設定値と同じ，もしくは超えた時に，外部出

力端子（裏パネル）が閉じます。また，ALARM⑯のオレンジLEDが点灯します。

警報出力設定値には単位がありませんので，設定値はmg/l・NTU・度共通に使用されま

す。

警報値の設定：

MODEスイッチ④を押し，ALARM⑬の赤LEDを点灯させます。

表示器⑧の数値表示LEDがX.XXXX表示になり右端のLEDが点滅します。

（Xは何らかの数値が既に入力されています。）

数値変更したい桁まで左右矢印⑤（＜・＞）で点滅を移動させ，上下矢印スイッチ

⑤（∧・∨）で数値入力をしてください。

数値設定はフルスケールの2.0000までしか設定できません。

入力した数値が正しければENTスイッチ⑦を，数値入力を中止したいときはCAN-

CELスイッチ⑥を押してください。

ALARM⑬の赤LEDが消灯し，通常の測定値表示に変わります。

例：警報出力設定値を0.5000に設定する。

DISPLAYスイッチ②でNTUを選択する。

その時の測定値が0.3000NTUであった。→警報出力はしない。

DISPLAYスイッチ②でmg/lに切り換えると測定値が0.6000mg/lになった。

→警報出力端子に出力され，ALARM⑯のオレンジLEDが点灯する。

注意：一の位が‘2’になっているときは小数点の位の数値変更ができませんので，
まず一の位を‘0’か‘1’にしてから小数点の位を入力してください。

◆プリンタ印字間隔設定

プリンタに測定値を印字させるときの印字間隔を設定します。

MODEスイッチ④を押し，PRT.INT⑬の赤LEDを点灯させます。

表示器⑧に1，10，60，9999のいずれかの数値が表示されます。

1 ：測定値を1分ごとにプリンタ印字します。

10 ：測定値を10分ごとにプリンタ印字します。

60 ：測定値を60分ごとにプリンタ印字します。

9999 ：測定値が警報設定値と同じ，もしくは超えたときのみ，その測定値をプリンタ

印字します。

測定値が警報設定値と同じ，もしくは超えている間は１分ごとに測定値をプリン

タ印字します。

測定値が警報設定値より低くなったとき，プリンタ印字も中止します。

プリンタ印字する測定値の単位はDISPLAYスイッチ②で選択している単位です。上下矢印

スイッチ⑤（∧・∨）でプリンタ印字間隔を選択し，ENTスイッチ⑦を押してください。

PRT.INT⑬の赤LEDが消灯し，通常の測定値表示に変わります。
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4.  操作方法

◆アナログ出力（4－20mA DC出力）設定

ANALOG出力端子（裏パネル）に出力させる最大出力（20mA）の測定値設定をします。

測定値が0.0000のとき，4mA DCを出力します。これはアナログ出力設定値に関わらず変わ

りません。（設定値が0.0000の時を除く。0.0000に設定すると常時20mA DCが出力されま

す。）

アナログ出力の設定：

MODEスイッチ④を押し，OUTPUT SPAN⑬の赤LEDを点灯させます。

表示器⑧の数値表示LEDがX.XXXX表示になり右端のLEDが点滅します。

（Xは何らかの数値が既に入力されています。）

数値変更したい桁まで左右矢印⑤（＜・＞）で点滅を移動させ，上下矢印スイッチ

⑤（∧・∨）で数値入力をしてください。

入力した数値が正しければENTスイッチ⑦を，数値入力を中止したいときはCAN-

CELスイッチ⑥を押してください。

OUTPUT SPAN⑬の赤LEDが消灯し，通常の測定値表示に変わります。

例：アナログ最大出力設定値を1.0000に設定する。

測定値が0.5000になったとき，12mA DCを出力する。

測定値が1.0000になったとき，20mA DCを出力する。

アナログ出力設定値には単位がありませんので，設定値はmg/l・NTU・度共通に使

用されます。

例：アナログ最大出力設定値を1.0000に設定する。

DISPLAYスイッチ②でNTUを選択する。

その時の測定値が0.5000NTUであった。→12mA DCを出力する。

DISPLAYスイッチ②でmg/lに切り換えると測定値が1.0000mg/lになった。→20mA

DCを出力する。

注意：数値設定はフルスケールの2.0000までしか設定できません。
一の位が‘2’になっているときは小数点の位の数値変更ができませんので，
まず一の位を‘0’か‘1’にしてから小数点の位を入力してください。

⑭ CELLエラー表示LED（赤）

測定用セルが汚染または結露し，正常に測定できなくなったときに点灯します。また，一

時的に測定不可能な粒子（異物・気泡等）がセンサユニット内を通過すると点滅します。

⑮ LASERエラー表示LED（赤）

測定用セルの汚染，結露によるレーザ出力低下，レーザ自体の劣化による出力低下により

正常に測定できなくなったときに点灯します。

注意：サンプル液の流し始めは気泡がたくさん入り，CELLエラー表示LEDまたは
LASERエラー表示LEDが点灯・点滅することがあります。同時に外部出力端
子⑥CELL（裏パネル）に出力します。
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⑰ SCALE OVER表示LED（緑）

測定値が測定範囲以上（2.0000mg/lまたは2.0000NTUまたは2.0000度以上）の値になると点

灯します。

⑤ ∧・∨・＜・＞（矢印）スイッチ

設定モードにおいて，数値入力および桁の移動を行います。

上下のスイッチで数値変更，左右のスイッチで桁の移動を行います。

⑥ CANCELスイッチ

数値入力作業を中止したいときに使用します。

⑦ ENTスイッチ

数値入力値を確定するときに使用します。

⑨ 流量計（FLOW METER）

サンプル流量を表示します。
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4.  操作方法

(2) 裏パネル

① 主電源スイッチ（POWER）

スイッチをONにするとフロントパネルの各LEDが点灯し，測定を開始します。

（注）プリンタ横の緑のLEDは点灯しますが，印字は行いません。

② FUSE

過電流保護のため，3A以上の電流が流れると回路を遮断します。

③ 電源コネクタ

100～110V AC，50/60Hz　消費電力：30VA

付属品の電源コードのメス側コネクタを電源コネクタ③に差し込み，片側の端子プラグ付

きコネクタ（3Pコネクタ）をACコンセントに差し込んでください。

④ ポンプ電源スイッチ（PUMP）

ポンプのON/OFFに使用します。

主電源が入っている状態でのみポンプを作動させることができます。

⑤ インターフェイス端子（RS-232-C）

RS-232-C信号を出力しています。別付けのプリンタまたはコンピュータに接続します。
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⑥ 入出力端子

各外部入出力の接続端子台です。

ANALOG ：アナログ出力（4－20mA DC）を出力します。

＊フロントパネルのモード選択スイッチ④の◆アナログ出力設定を参照してくださ

い

ALARM ：測定値が警報設定値と同じ，もしくは超えたときに出力します。（接点容

量：250V AC  1A以下，警報発生時“閉”）

＊フロントパネルのモード選択スイッチ④の◆警報出力設定を参照してください

CELL ：セルエラー表示ＬＥＤが点灯，点滅したときに出力します。（接点容量

250V AC  1A以下，エラー発生時“閉”）

RESET ：外部接点よりリセットすることができます。

リセットされた時点で，それまでの測定データが消去され新たに測定開始と

なります。

注　意

リセットを実施すると，それまでの測定データが消去されます。使用には十分注意くだ

さい。

⑦ ポンプOUT接続口

ポンプ吐出口です。

付属の継手で外径φ6mmのチューブを接続し，そのまま排水してください。

ポンプ出口（Rc1/8）

⑧ ポンプIN接続口

付属の継手でSAMPLE OUT⑪に接続しているチューブの片側を接続してください。

ポンプ入口（Rc1/8）

⑨ サンプル流量調整用バルブ（FLOW･CONT）

つまみを時計方向に回すと流量が少なくなります。

フロントパネルの流量計を見ながら流量が50ml/min（流量計の太い線上にボールが位置す

る）になるようにできるだけ正確に調節してください。

⑩ サンプリングチューブIN接続口

サンプル液注入口です。付属の継手に外径φ6mmのチューブを接続してください。インラ

イン（サンプル液に水圧がある）の場合，ポンプ使用の場合に限らず，サンプル液はまず

SAMPLE IN⑩につないでください。

サンプル入口（Rc1/8）
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4.  操作方法

⑪ サンプリングチューブOUT接続口

サンプル液出口です。付属の継手に外径φ6mmのチューブを接続し，もう一方をポンプの

IN⑧に接続してください。インライン（サンプル液に水圧がある）でポンプを使用しない

場合は，そのまま排水してください。

サンプル出口（Rc1/8）

スリーブは必ず下図の向きに取り付けてください。
スリーブ�
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5. プリンタ

各部の名称

ペーパーカッター�

ヘッド�

上蓋�

①ペーパーフィード�
スイッチ�

②パワーペーパーエンド�
LEDランプ�

① ペーパーフィードスイッチ

このスイッチを押すと，押している間プリンタ用紙が送り出されます。

② パワー・ペーパーエンドLEDランプ

本体主電源を入れると常時点灯します。

プリンタ用紙がなくなるか，またはプリンタ用紙が正確にセットされていない場合は点滅

します。

◎お手入れ上の注意

◆表面が汚れたときは，柔らかい布で乾拭きしてください。または，中性洗剤を薄めて湿

らせた柔らかい布で拭いた後，柔らかい布で乾拭きしてください。

◆シンナー等の薬品は絶対に使用しないでください。

◆プリンタの内部を絶対に水などで濡らさないでください。

◎プリンタ用紙（感熱紙）について

◆プリンタ用紙は必ず弊社推奨紙をお使いください。部品番号K9058TBで当社営業へご依

頼ください。
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5.  プリンタ

◎プリンタ用紙のセット

◆本プリンタはプリンタ用紙のセットがとても容易です。

以下の手順で行ってください。

①上蓋の両側を持ち，開けてください。

この時，ペーパーカッターにご注意ください。

②プリンタ用紙の先端を，ペーパーカッターから数cm延ばしてください。

③数cm延ばしたプリンタ用紙をペーパーカッターに軽くあて，上蓋を閉めてください。

注　意

上蓋を閉めるときはカチッと音がするまで両端をしっかり押さえてください。

閉まりが悪いと印字しなかったり，印字が薄れることがあります。

また，プリンタ用紙をペーパーカッターで切る場合も上蓋の両端をしっかり押さえなが

ら切り，切り終わったあとも，もう一度上蓋の両端を押さえてください。

以上で，プリンタ用紙のセットは完了です。

感熱紙は外側が印字面になります。

プリンタ用紙（ロール）がスムーズに回転することを確認してください。
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6. 点検および保守

この章では，TB650G 携帯形レーザ濁度計を良好な運転状態を維持させるために行う，点

検および保守について説明します。

6.1 点検・保守項目と周期

良好な運転状態を維持させるための主な点検・保守項目と推奨する周期です。なお，周期

は個々の運転条件で異なりますので，運転条件にあった周期で実施してください。

目項守保・検点 期周

掃清・検点の内ルセ定測 1回 1/ 月ヶ

正校 1回 1/ 年

換交のザーレ 1回 1/ 年

換交のズーュヒ 1回 1/ 年

換交の池電ムウチリ用プッアクッバ 1回 2/ 年

換交のプンポ 1回 2/ ～3年

換交のタンリプ 1回 mk03/

6.2 測定セル内の洗浄

6.2.1　洗浄周期

洗浄頻度はサンプルの水質にもよりますが，1回/月を推薦いたします。

6.2.2　必要器材

チューブ（φ6×φ4mm）（部品番号：L9901AE）

酸系洗浄剤（300ml） （汚れの成分は鉄・マンガンが多いため，希塩酸（10%以下）を推

薦いたします。）

警　告

塩酸は劇薬です。取扱いには十分注意してください。
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6.  点検および保守

6.2.3　洗浄方法

測定セルは以下の要領で洗浄してください。

(1) 10%以下の希塩酸を300ml調整する。

(2) ポンプ使用時の配管をする。（配管方法はP.12参照）

(3) バッチ（循環）方式で10分間循環させる。

(4) きれいな水（水道水で可）を用いて排水を捨てながら，ラインに洗浄剤が無くなるまで

通液する。

(5) セルが洗浄できたことを確認する。（セルエラーLED消灯）

注：まだセルが汚れている場合には，(3)～(5)の操作を繰り返してください。

(6) その後，流量を調整して通常運転に戻してください。

6.3 校　正

TB650G 携帯形レーザ濁度計は，少なくとも1年に1回の校正を行ってください。

現地での校正はできませんので，当社営業またはサービスが本器を引き取り，工場にて校

正を行います。この校正には2～3週間を必要としますので，ご了承ください。

TB650G 携帯形レーザ濁度計は，当社で定めているカオリンまたはPSLにて校正されていま

す。これらの基準物質は，生産地やロットにより品質が多少異なることがあるので，TB650G

の値と手分析の値とにズレの生じることがあります。このような場合は，次の方法によって

内部係数を変更し，TB650Gの値を手分析値に合わせ込むことが可能です。

簡易校正

(1) 現在の濁度表示値を記録します。

(2) DISPLAYスイッチとAVERAGEスイッチを同時に数秒間押して，表示の最終桁の数字が点

滅することと，CLOCKのLEDが点灯することを確認します。

(3) 内部係数は4つ設定されています。MODEスイッチを押すことにより，"1番目の係数"→"2

番目の係数"→"3番目の係数"→"4番目の係数"→"1番目の係数"の順に表示が変わります。こ

の表示の切換と同時に，LEDも"CLOCK"→"ALARM"→"PRT.INT"→"OUTPUT SPAN"→

"CLOCK"の順に切り替わるので今何番目の係数かは，このLEDで確認できます。

(4) 内部係数の初期値は，カオリン基準の場合，それぞれ1番目：1.4500，2番目：1.4500，3番

目：1.0000，4番目：1.0000の値です。カオリン基準の場合は，1番目および2番目の係数

を，また，ホルマジン基準の場合は，3番目および4番目の係数を下記計算式によって求め

た値に変更します。PSL基準の場合，それぞれ1番目：2.0000，2番目：2.0000，3番目：

0.6500，4番目：1.8500の値です。PSL基準の場合は，1番目および2番目の係数を，また，

ホルマジン基準の場合は，3番目および4番目の係数を下記計算式によって求めた値に変更

します。各桁の数値変更を矢印スイッチ（∧・∨・＜・＞）を使用して行い，最後にENT

スイッチを押してください。

　　（注）１番目と２番目，３番目と４番目の係数は，必ず同じ値を入れてください。

入力係数＝（現在の係数）×（手分析値／現在の表示値）

(5) 入力が終了したら，CANCELスイッチを押して測定状態に戻り，指示値を確認します。
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6.4 レーザの交換

レーザの寿命はレーザ点灯時間のトータルで10,000時間以上ありますが，安全のため，校

正の引き取り時に，同時にレーザも交換することを推奨します。現地でのレーザの交換はで

きませんので，6.3項と同様，引き取り交換となります。

6.5 ヒューズの交換

予防保全のため，1年周期で交換することをお奨めします。

ヒューズは裏パネルにあります。（部品番号：A1436EF）

（注意）ヒューズについては，当該製品以外への転用はしないでください。

6.6 バックアップ用リチウム電池の交換

設定したメモリを保存しておくため，機器内にリチウム電池が搭載されています。この電

池は2年に1回，交換を行ってください。現地でのリチウム電池の交換はできませんので，6.3

項と同様，引き取り交換となります。

6.7 ポンプの交換

ポンプの寿命は約3年です。使用頻度により交換周期は異なりますが，少なくとも2～3年に

1回は必ず交換してください。交換は引き取り交換となります。

6.8 プリンタの交換

プリンタヘッドの寿命は，約30kmです。プリンタの使用頻度を考慮し，定期的な交換を

行ってください。交換は引き取り交換となります。

6.9 測定後の保管

機器に測定水が入ったまま保存しますと，配管内に濁質が付着し，次回の測定に影響を与

える場合があります。

測定後に必ず純水などの濁度がゼロに近い水を流し，配管内を洗浄した後，水を抜いてか

ら保管してください。

6.10 持ち運び用アームの位置

アームは，左側に引くとロックが外れ，上下に自由に動かすことができます。上部または

下部でロックされます。

持ち運び時にロックを外し，前面にして持ち運びますと，持ちやすくなります。また，下

部でロックさせますと，前面が上がり，文字が見やすくなります。

ただし，保存時や連続測定時には，上部でロックさせておいてください。
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原理説明

原理説明

測定原理図を以下に記します。

コリメータレンズ�

集光レンズ�

セル�

微粒子�

サンプル入口� 受光面�

サンプル出口�

レーザ�

レーザー光は照射すると広がってしまい，中心点に集束光を照射できなくなるので，集光

レンズの手前にコリメータレンズを用いて一旦平行光にし集束光にします。この集束光が微

粒子に当たると集束光は散乱し散乱光となります。この散乱光とレーザー集束光は干渉し，

干渉縞が発生し，受光面（フォトダイオード）に投影されます。ここで，微粒子がサンプル

液に伴って移動している場合，干渉縞もそれに伴って移動します。この時干渉縞の特性を考

慮すると，ある瞬間明るかった場所は次の瞬間には暗い場所になります。このある場所にお

ける明暗の変化の差をパルス信号に変換し，濁度を測定します。このことから，微粒子が移

動していない場合は干渉縞も移動しないので，ある場所における明暗の変化は発生せず，濁

度として測定しません。そのためセルの多少の汚れ（フォトダイオードに80%以上の光が届

く範囲）は濁度測定には影響しません。この方法により，0.0001mg/lの濁度を正確に測定でき

るようになりました。この方法は温度や時間によるドリフトの影響を受けにくく，定期的な

校正も不要です。
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