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はじめに
この度は FC800D　無試薬形遊離塩素検出器をご採用いただきまして、ありがとうござい
ます。
FC800D　無試薬形遊離塩素検出器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。

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
FC800D、FLXA402T　無試薬形遊離塩素計 GS 12F05B10-01JA 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
FC800D　無試薬形遊離塩素検出器
スタートアップ＆安全マニュアル IM 12F05B10-01JA 製品添付（紙マニュアル）

FC800D　無試薬形遊離塩素検出器 IM 12F05B10-02JA 電子マニュアル（本書）
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計
スタートアップ＆安全マニュアル IM 12A01G01-01JA 製品添付（紙マニュアル）

FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　設置要領 IM 12A01G01-02JA 電子マニュアル
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　変換器操作編 IM 12A01G01-03JA 電子マニュアル
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　pH 操作編 IM 12A01G02-01JA 電子マニュアル
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　SC 操作編 IM 12A01G03-01JA 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

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。
技術資料

ドキュメント名 ドキュメント番号 備考
FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計　MODBUS 通信 TI 12A01G01-62JA 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

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/flxa402t/download/

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 12F05B10-02JA 2nd Edition : Oct. 2021 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Electric Corporation

https://web-material3.yokogawa.com/GS12F05B10-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12F05B10-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12F05B10-02JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-02JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G02-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G03-01JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/TI12A01G01-62JA.pdf
http://www.yokogawa.co.jp/an/flxa402t/download/
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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。
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。

■ 本書内の用語について
遊離塩素計または塩素計： FC800D ＋ FLXA402T
検出器：   FC800D
変換器または液分析計： FLXA402T

■ 商標
FLEXA、FLXA、SENCOM 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。
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1. 概　要
配水中の遊離塩素濃度を測定・監視することは、安全でおいしい飲料水を得るために、
近年ますます重要になっています。

「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は、回転電極式ポーラログラフ法を測定方式とする
プロセス用の遊離塩素検出器であり、試薬を用いずに遊離塩素濃度を連続的に測定でき
ます。結合塩素を含む測定水では、遊離塩素測定に誤差を生じるため、誤差を軽減する
ための結合塩素対策型の仕様を選択することができます。
結合塩素対策無しと比べて、電極構成、ビーズおよび加電圧が変更されていること、結
合塩素の影響が軽減されていること以外は、測定原理、装置、仕様および性能上は、当
社の実績ある過去技術を継承しています。
また、本器は公定法（注）適応測定器として使用できます。
図 1.1 に、FC800D 無試薬形遊離塩素検出器の外観を示します。

図1.1 「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」の外観

（注） 公定法とは「水道水の水質検査方法」のことです。この検査方法に自動測定法が導入されました。 
その通知は次のとおりです。

・ 「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正について 
厚生労働省公示第 318 号　平成 15 年 9 月 29 日
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1.1 「無試薬形遊離塩素計」測定システムの構成
「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は「FLXA402T 濁度 / 残塩用液分析計」と組み合わせ

て使用します。また、測定水の圧力や流量を整えるためのサンプリング装置と組み合わ
せて使用されることがあります。

● FC800D 無試薬形遊離塩素検出器
遊離塩素濃度を測定します。測定水を通水するための液槽、電極やモーターなどが搭載
された電極機構部、検出器をコントロールしパラメータを記憶する機能を備えたスマー
トユニットで構成されています。

● FLXA402T 濁度/残塩用液分析計（変換器）
接続された検出器の測定値や状態を表示・出力する機能や、検出器を操作するための機
能を搭載しています。
表示・入出力・通信などの設定については、IM 12A01G01-03JA（変換器操作編）をご参
照ください。

● サンプリング装置
FC800D に導く測定水は、FC800D の入口の圧力が 1 ～ 150 kPa の範囲内に、また、流量は 0.1
～ 2.5 l/min の範囲内にあることが必要です。測定水をこの条件で FC800D に導くことが
できない場合は、サンプリング装置を使用します。
FC800D などの水質計用サンプリング装置として、当社では「ST401 自立形水質計シス
テム」を用意しています。FC800D を取り付けた自立形水質計システム「形名コード
ST401G-FC5、ST401G-PF7」は、圧力 100 ～ 750 kPa（注 2）、流量 0.1 ～ 10 l/min の範囲
の測定水を、FC800D の仕様に合わせることができます。なお、ST401G 自立形水質計シ
ステムをご使用の場合は、取扱説明書「IM 12A0V2」を参照してください。

（注 1） ST401G-FC5、ST401G-PF7 をご使用になる場合、FC800D は、自立形水質計システムに組み込んで出
荷されます。

（注 2） この圧力範囲外の場合は、営業にご相談ください。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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1.2 FC800Dの各部の名称と機能
FLXA402T 濁度 / 残塩用液分析計に関しては、IM 12A01G01-03JA（変換器操作編）をご参
照ください。

■ FC800D　検出器の各部の名称

電極機構部カバー
　内部を保護しています。

測定水入口
　測定水の流入口です。

スマートユニットカバー

電極機構部の固定ねじ（2本）
黒色樹脂ワッシャー入り

スマートユニット
電極機構部

液槽
逆洗口 流量調整用ニードルバルブ

排水口
　測定水の排水口です。

ドレンコック
　測定槽に残留する
　液を排出するときや、
　手分析試料を採取する
　場合に使用します。

カップリング
　駆動軸と従動軸を繋ぎ
　動力を伝達します。

クランプ
　比較電極を固定
　しています。

比較電極（対極）
　Pt1000測温抵抗体
　内蔵の塩化銀電極です。

モーター

電極機構部ベース

摺動コンタクト押さえ

信号用端子台

回転電極（指示極）

摺動コンタクト
従動軸
アセンブリ

従動軸
アセンブリ

ビーズ
　回転する指示極を研磨して
　電極面を清浄な状態に保ちます。

カップリング

図1.2 「FC800D　無試薬形遊離塩素検出器」検出器の各部名称と機能

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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■ FC800D　測定時と保守時の状態
測定時の状態（通常の状態）で、電極機構部固定ねじ（2 本）を緩めて、電極機構部を上
に引き上げるとスマートユニットを開けることができます。
保守時は、図 1.4 のように液槽の右側の穴に差して、電極機構部を横に置きます。
電極機構部カバーを外す場合は必ず電源を切ってください。

電極機構部固定ねじ（M5ねじx2本）
締め付けトルク3.0N•m

電極機構部スマートユニット

図1.3 測定時の状態

スマートユニットカバー固定ねじ（M4ねじx4本）
締め付けトルク1.4N•m

電極機構部カバー

電極機構部カバーを外した状態

スマートユニットカバー

スマートユニット

電極機構部カバー
固定ねじ（M4ねじx4本）
締め付けトルク1.4N•m

図1.4 保守時の状態

1.3 仕様
最新の仕様書（GS 12F05B10-01JA）をご覧ください。

https://web-material3.yokogawa.com/GS12F05B10-01JA.pdf
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1.4 形名およびコード
形　名 基本コード 付加コード 仕　様

FC800D ・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 無試薬形遊離塩素検出器
測定対象、
レンジ

-F1
-C1

・・・・
・・・・

遊離塩素（Free 塩素）0-1mg/L から 0-3mg/L
結合塩素対策形（Free 塩素）0-1mg/L から 0-3mg/L

タイプ -AJ
-AB
-AD
-AG

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

一般（日本国内推奨、規格マークなし）
一般（CE、RCM、中国規格）
一般（CSA）
一般（KC）

― -NN ・・・・ 常に -NN
― -NN ・・・・ 常に -NN
付加仕様 /L02

/L03
/L05
/L10
/L20
/SCT
/U
/V
/CB3
/CD3
/CF3
/ST

変換器接続ケーブル長 2m
変換器接続ケーブル長 3m
変換器接続ケーブル長 5m
変換器接続ケーブル長 10m
変換器接続ケーブル長 20m
ステンレスタグプレート付き
パイプ取付金具（SUS）
変換器と検出器との一体取付用板金
コンジットアダプタ G1/2 × 3 個
コンジットアダプタ 1/2NPT × 3 個
コンジットアダプタ M20 × 1.5 × 3 個
自立型水質計システム（ST401G）取付用

付属品

品名 数量 備考
研磨剤（アルミナ） 1 瓶 回転電極研磨用（部品番号：K9088PE）
ビーズ 1 個 2 パック / 個（部品番号：K9332ZP(-F1 のとき ) または K9332ZJ(-C1 のとき )）
六角レンチ 1 個 呼び 2
ゴム栓 2 個 電極機構部穴塞ぎ用（*1）

*1： 下図の部分は、水量過多時の故障防止用の排水穴ですが、電極機構部に防塵・防水性能が必要な場合は、
付属品のゴム栓（2 個）を付けることにより、IP55、NEMA Type 4X（アメリカ）、CSA Type 4X（カナダ）
の保護等級に適合します。

 

ゴム栓
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■ 補用品・消耗品一覧
表1.1 補用品・消耗品一覧
推奨交換周期は交換の目安を示す周期であり、この期間を保証するものではありません。

品名 部品番号 備考 推奨交換周期
回転電極（指示極） K8005JB 金電極 1 年
回転電極（指示極） K8005JC 金合金電極、結合塩素対策形 (-C1) 用 1 年
比較電極（対極） K8005UC 塩化銀電極 破損時
セラミックビーズ K9332ZP 2 パック / 個 1 年
ガラスビーズ K9332ZJ 結合塩素対策形 (-C1) 用、2 パック / 個 1 年
摺動コンタクト K9332SR 電極機構部部品 1 年
従動軸アセンブリ K8005LB 電極機構部部品 3 年
O リング Y9115XB 電極機構部部品 3 年
モータ K8005LC 電極機構部部品 3 年
カップリング B1005AC 電極機構部部品 3 年
活性炭フィルタ L9862AY ゼロ校正用 1 年
ヒューズ A1633EF 250 V/2.5 A ―

(*1) 1年以上使用可能ですが、予防保全として交換をおすすめします。

● 回転電極（K8005JBまたはK8005JC）
回転電極は、ビーズによって絶えず研磨されているので、ごくわずかずつ摩耗していき
ます。
この摩耗が回転電極の寿命を決定づける大きな要因となりますので、1 年に 1 回の交換を
推奨します。ただし、誤っての破損や他の原因で不良も起こりますので、常に 1 本は予
備をおすすめします。通常の遊離塩素測定 (FC800D-F1) には金電極 K8005JB、結合塩素
対策形 (FC800D-C1) には金合金電極 K8005JC を使用します。

[回転電極の導電性シリコーングリースについて]
回転電極と従動軸の電気的な繋がりを確実にするために、回転電極のめねじ部には導電
性シリコーングリースが塗布してあります。
通常の使用では必要ありませんが、シリコーングリースを追加したい場合は、次の要領
で塗布してください。なお、当社では部品番号：K9044FX として導電性シリコーングリー
ス（約 3 ml）を準備しています。

・ 塗布作業は電極の外側（特に金面）にグリースを付着させないよう留意して行って
ください。電極の外面に導電性シリコーングリースが付着していると、正しい測定
値が得られません。

・ 小型マイナスドライバの先端（3 mm 程度）に少量（水滴：半滴相当）のグリースを
盛り、ねじ穴の端面から 3 ～ 5 mm 程度奥まった部分の 3 箇所（ほぼ等間隔）に塗
り込んでください。

・ 一旦、従動軸に回転電極をねじ込んでください。そして、もう 1 度取り外して、グリー
スが端面にはみだしていないか調べてください。はみだしていたら、除去してアル
カリ洗剤をしみ込ませた布などで洗浄してください。

・ 導電性シリコーングリースの塗布は、1 回だけでかまいません。

● 比較電極（K8005UC）
比較電極は、回転電極のように摩耗がないので、交換することなく使用し続けることが
可能です。また、誤って破損させてしまうことを考慮に入れ、予備品を準備しておくこ
とをおすすめします。

● ビーズ（K9332ZPまたはK9332ZJ）
回転電極の自動研磨に使用されているビーズは、摩耗したり、洗浄しても汚れがとれな
くなったときには交換が必要です。交換を必要とする周期は、それぞれの運転条件によっ
て異なります。一般的には 1 年に 1 ～ 2 回程度の割合で交換します。なお、標準付属品
としてビーズは 1 個（2 パック / 個）付属されています。
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通常の遊離塩素測定 (FC800D-F1) にはセラミックビーズ K9332ZP、結合塩素対策形
(FC800D-C1) にはガラスビーズ K9332ZJ を使用します。

● 摺動コンタクト（K9332SR）

 注意
交換時以外、摺動コンタクトには手を触れないでください。

摺動コンタクトは、信号を取り出すためのリングとブラシが一体となった回転機構となっ
ているため、長期的な連続使用で摩耗します。また使用している潤滑剤についても、長
期的な経年劣化を考慮する必要があります。このため、通常は 1 年程度を交換の目安と
してください。
交換方法は「8.5.1 摺動コンタクトの交換」を参照ください。

注意
摺動コンタクトは、内部に潤滑剤を使用しているため保管期限をお客様納入日から 1 年
とさせていただいておりますのでご注意ください。なお、直射日光の当たらない常温で
保管してください。

● 従動軸アセンブリ（K8005LB）
従動軸アセンブリにある 2 つのベアリングは、回転軸をスムーズに回転させるために用
いられています。ベアリングは、使用するにつれわずかずつ摩耗していきます。したがっ
て、3 年程度の運転時間を目安として交換してください。なお、交換作業は原則として当
社サービスに依頼してください。交換方法は「8.5.2 従動軸アセンブリの保守・交換」を
参照ください。

● モータ（K8005LC）
モータと取り付け用板金が組みつけられたアセンブリです。
使用するにつれて、回転部分の損耗が進みます。3 年程度の運転時間を目安として交換し
てください。交換方法は「8.5.3 モータ／カップリングの保守・交換」を参照ください。

● カップリング（B1005AC）
従動軸アセンブリの軸とモータの軸を接続する円筒状の部品です。3 層構造になっていま
す。交換方法は「8.5.3 モータ／カップリングの保守・交換」を参照ください。

● 活性炭フィルタ（L9862AY)
自動ゼロ校正が有効な場合に使用します。年に 1 回程度で交換してください。

● ヒューズ（A1633EF）
1 年以上使用可能ですが、不意の運転停止を避けるため、1 年ごとの交換をおすすめします。

1.5 外形図
最新の仕様書（GS 12F05B10-01JA）をご覧ください。

https://web-material3.yokogawa.com/GS12F05B10-01JA.pdf
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1.6 FC800D 無試薬形遊離塩素計の測定原理
「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は、回転電極式ポーラログラフ法を測定原理として、

塩素（Cl2）、次亜塩素酸（HClO）、次亜塩素酸イオン（ClO-）などの形で水中に存在する
遊離塩素（Free available chlorine）を測定します。
回転電極（指示極）と比較電極（対極）の両極間に外部から電圧を印加して遊離塩素を
電解還元し、このときに流れる拡散電流を測定して、遊離塩素濃度を求めます。加電圧は、
電圧値が変化しても電流値は変化しない、いわゆるポーラログラフィーにおける濃度分
極が起きる領域（プラトー領域）の値が選ばれます。FC800D 無試薬形遊離塩素検出器で
は、この電圧が拡散電流値に対応して変化するので、それに応じた補償を行い、適切な
電圧を印加しています。得られた拡散電流の値は、温度により変化します。この変化は、
比較電極に内蔵された測温抵抗体（Pt1000 Ω）からの信号を使って自動的に補償します。

（注） FC800D 無試薬形遊離塩素検出器は、メンテナンスフリーをめざした、試薬を使わない遊離塩素検出器
です。試薬を使う RC800D 残留塩素検出器に比べ、測定水の条件に制約があります。また、測定水中に
結合塩素（Combined available chlorine）が存在する場合は、その影響を受けることにも注意が必要です。

図 1.5 は、FC800D 無試薬形遊離塩素検出器の測定回路原理図です。回転電極と比較電極
の 2 つの電極間に拡散電流値に応じて補償した電圧を印加して、電極間に流れる拡散電
流を測定しています。温度補償は、温度測定回路からの温度信号を基に CPU で演算して
行われます。

アンプ
Is

ME

RE

測定槽
指示極 対極

（加電圧補償）

加電圧
回路

温度
測定
回路

電流 / 電圧
変換回路

CPU

FLXA402T

図1.5 測定回路原理図
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2. 設置、および配管・配線
「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は、輸送中において損傷しないよう、十分な梱包を

施したうえで出荷されます。開梱は設置場所の近くで、慎重に行ってください。なお、
FC800D は、サンプリング装置に組み込まれて出荷されることもあります。

2.1 設　置

2.1.1 設置場所
「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は、次のような条件の場所に設置してください。

・ 雨水などの降りかからない、建屋内やキャビネット内
・ 振動の少ない所
・ 腐食性ガスの少ない所
・ 湿気の多すぎない所
・ 温度変化が少なく、できるだけ常温付近の温度が維持される所
・ 保守スペースが十分にあり、かつ保守作業のしやすい所
・ 排水のできる所

2.1.2 据付け
FC800D や取付金具などの寸法は GS 12F05B10-01JA を参照してください。

ST401G 自立形水質計システムをご使用の場合は、取扱説明書「IM 12A0V2」に記載の設
置要領を参照して、据付け作業を行ってください。

壁
15 kg の質量に耐える壁に取り付けてください。

M8 ボルト
M8 用ワッシャ取付穴（M8）2 か所

図2.1 壁への取り付け方法

https://web-material3.yokogawa.com/GS12F05B10-01JA.pdf
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Uボルト

スタンション
（50A パイプ）
（2Bパイプ）

パイプ用ブラケット

ナット（2個）
ワッシャ（2個）

図2.2 パイプ取付金具（/U）を使用した取付方法

Uボルト

スタンション
（50A パイプ）
（2Bパイプ）

一体取付用板金

ナット（2個）
ワッシャ（2個）

ナット（2個）
ワッシャ（2個）

ねじ（4個）
締め付けトルク 2N•m ボルト（2個）

図2.3 変換器と検出器との一体取付用板金（/V）を使用した取付方法

2.2 配　管

2.2.1 サンプリング装置を用いない場合
測定水圧 1 ～ 150 kPa、流量 0.1 ～ 2.5 l/min の場合は、測定水をそのまま FC800D の液槽
に導入できます。測定水入口に ø6 × ø4 mm ポリエチレン樹脂製チューブを接続してく
ださい。
FC800D の排水口には、ø22 × ø15 mm 軟質網入りチューブを用いて排水管を接続しま
す。排水管は、途中に滞留部ができないよう施してください。排水管に詰まりが生じると、
液槽から液があふれるなどの弊害を起こすことがあります。
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FLXA402T

=X

=

FC800D

BV1 PR1

NV1

=

==
XX

<配管材質>

Ø22/Ø15 mm網入軟質チューブ

(VP40)
排 水

VP16 パイプ
パイプVP40

Ø6/Ø4 mmポリエチレンチューブ

BV1  ：ボール弁
PR1  ：減圧弁
NV1  ：ニードル弁

(VP16)
測定水

バット

Ø12 Ø9 mmポリエチレンチューブ

図2.4 配管の例（サンプリング装置なし）

2.2.2 サンプリング装置を用いる場合
配管は、サンプリング装置の測定水入口と排水口に接続します。サンプリング装置の仕
様に合わせて配管を施してください。なお、ST401G 自立形水質計システムをご使用の場
合は、取扱説明書「IM 12A0V2」を参照してください。

=

=

==

=

===

= =

NONC

F1 SV1

NV1

X

FLXA402T

=X

=

FC800D

BV1 PR1

BV3

BV2

TEB

(VP40)
排 水

(VP16)
測定水

バット

BV1、BV2、BV3  ：ボール弁
PR1  ：減圧弁
NV1  ：ニードル弁
F1 ：活性炭フィルタ
SV1 ：三方電磁弁
TEB ：自動洗浄・自動校正用バルブ接続端子箱

図2.5 自動ゼロ校正付きの場合（付加仕様"/ST"）の配管例
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2.3 配　線
FC800D の配線は、図 2.6 を参照してください。ただし、付加仕様 /ST（ST401G 付き）の
場合は、付属の自立形水質計システムの取扱説明書「IM 12A0V2」をお読みください。

図 2.6 の配線図の濁度 / 残塩用 SENCOM ケーブル (A)、FLXA402T 電源ケーブル (B)、電源
供給ケーブル (C) の配線について説明します。
FLXA402T の外部配線については、FLXA402T の設置要領（IM 12A01G01-02JA）2.5 項を
お読みください。

(201)L
(202)N
(002)G

L
N
G

(32)NC
(31)C
(33)NO

S1

(42)NC
(41)C
(43)NO

S2

(72)NO
(71)C
(73)NC

S4

(61) +
(62) -mA1

(65) +
(66) -mA2

(81) +
(82) -mA3

(85) +
(86) -mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD(63)

(87) +
(88) -

SHLD(89)

A+(91)
B-(92)

GND(93)
SHLD(94)

Termination(95)

L(101)
N(102)
G(001)

(52)NC
(51)C
(53)NO

S3

Power

Converter Power

2nd input
(-FC, -TB, -P, -C)

*2

*2SENCOM 1st input

(82)SHLD
(86)GND
(83)B-
(84)A+
(87)V5

*1：端子箱の電源端子”G”は接地する必要があります（接地抵抗：100Ω以下）。
*2：接続ケーブルは通常1mです。必要に応じて/ L02、/ L03、/ L05、/ L10または/ L20が選択できます。

FC800D
無試薬形遊離塩素検出器

電源
*1

FLXA402T
濁度/ 残塩用液分析計

FLXA402T電源ケーブル(B)

電源供給ケーブル(C)

濁度/残塩用SENCOMケーブル(A)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力(-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

接点出力
(-WR)

図2.6 配線図

 注意
作業を行なう前に、必ず電源を遮断してください。
供給電源が FC800D の仕様に適合していること、また銘板に記載されている電圧に一致
していることを確認してください。 

FC800D の配線は、スマートユニットのカバーを取り外した状態で行います。
配線口にはケーブルグランドが取り付けられて出荷されます。
ケーブルをコンジットで保護する場合は、アダプタ（付加コード：/CB3、/CD3、または
/CF3）を使用します。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-02JA.pdf
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L(201)
N(202)(002)G

L(101)

M3ねじ

N(102)(001)G

M4ねじ

FLXA402Tへの電源供給用接地端子

電源供給ケーブル(C)

FLXA402T電源ケーブル(B)濁度/残塩SENCOMケーブル(A)

FLXA402T信号接続端子

FLXA402Tへの電源供給用端子

電源用端子

ヒューズ保護接地端子

図2.7 （FC800D）スマートユニット側の配線

LN

G

IOモジュールケーブル用
センサモジュール
（検出器ケーブル）用

リレーモジュール　
（接点出力ケーブル）用

通信モジュール用

FLXA402T電源ケーブル(B)

濁度/残塩SENCOMケーブル(A)

M3ねじ

M4ねじ

図2.8 FLXA402T側の配線

 警告
図 2.7 の電源ケーブル（電源供給ケーブル (C) と FLXA402T 電源ケーブル (B)）は、濁度
/ 残塩 SENCOM ケーブル (A) と接触しないように配線してください。接触してしまうと、
安全規格の要求を満たすことができません。

 警告
・ 配線には、耐熱性 75℃以上のケーブルを使用してください。
・ IP65 以上に適合するように配線してください。スマートボックスカバーの 4 本のね

じの締め付けトルクは 1.4 N・m です。
・ 電源ケーブルは、UL2556VW-1 またはそれと同等の規格に適合したケーブルを使用

してください。

注意
・ FLXA402T の前面扉を開く際、ハウジングのねじ切り部分を破損しないように、ね

じが完全にねじ穴から上がった状態であることを確認してゆっくり開いてください。
ねじ切り部を破損してねじが締め付けられなくなると、防水性が損なわれます。

・ FLXA402T の前面扉の 4 本のねじは、紛失しないようにご注意ください。
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2.3.1 濁度/残塩用SENCOMケーブル(A)
専用のケーブルが付属します。
FLXA402T 側の配線は、FLXA402T の設置要領（IM 12A01G01-02JA）2.6.1 項をお読みく
ださい。

2.3.2 FLXA402T電源ケーブル(B)
専用のケーブルが付属します。
両端の端子処理の長さが違います。長い方（約 80 mm）をスマートユニット側に、短い方（約
50 mm）を FLXA402T 側に接続してください。
ケーブルには端子名は書いてありません。色で判断して配線してください。L：黒、N：白、
G：赤です。
図 2.7 で示した M3 ねじ（L、N）の締め付けトルクは 0.6 N・m、M4 ねじ（G）の締め付
けトルクは 1.4 N・m です。

2.3.3 電源供給ケーブル(C)

 警告
・ FC800D の電源には外部スイッチまたはブレーカを設置してください。
・ 使用する外部スイッチまたはブレーカは、定格 5A、IEC 60947-1 または IEC 60947-3

に適合していること。
・ 外部スイッチまたはブレーカは、FC800D と同じ場所に設置することを推奨します。
・ 外部スイッチまたはブレーカは、作業者の手が届く範囲内に設置し、FC800D の電源

スイッチであることがわかるように印をつけてください。
・ 電源ケーブルは、ケーブルラック、コンジット管、ナイロンバンド等を使用して壁

や建造物にしっかりと固定してください。ケーブルが引っ張られて端子から外れる
と感電の恐れがあります。

スマートユニットに、電圧と周波数が仕様に適合する電源を供給します。また、感電防
止と機器がノイズの影響を受けることを防止するために接地配線を行う必要があります。
電源および接地配線のためのケーブルは以下の仕様のものをお客様にご用意していただ
く必要があります。
表2.1 電源ケーブルの仕様

定格電圧 300V 以上
定格温度 75℃以上
芯数、線径 3 芯

L、N、G：0.75 ～ 2.5 mm2 (AWG18 ～ 14)
シース外径 Φ 6.5 ～ Φ 12.5 mm
端子処理 シースを 80mm 剥ぎ取り、以下の端末処理を行う。

L、N： M3 丸端子
G： M4 丸端子

電源ケーブルを図 2.7 を参照して配線します。
本機には電源スイッチがありません。電源ラインには両切り型のスイッチを設けてくだ
さい。接地配線は D 種（接地抵抗 100 Ω以下）を満足するように接地してください。
図 2.7 で示した M3 ねじ（L、N）の締め付けトルクは 0.6 N・m、M4 ねじ（G）の締め付
けトルクは 1.4 N・m です。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-02JA.pdf
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 警告
保護接地用ケーブルは、断面積が 0.75 ～ 2.5 mm2 以上のものを使用してください。
CSA 安全規格機器（Type：-AD）の場合は、断面積が 0.75 ～ 2.5 mm2 のものを使用して
ください。

 警告
電源ケーブルと SENCOM ケーブルは接触しないように配線してください。接触してしま
うと安全規格の要求を満たすことができません。
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3. 運転準備
配管、配線が終わったら、まず本章の内容を行ってください。

■ 動作モードの種類
機器の動作モードには、測定モードとメンテナンスモードの 2 種類があります。

● 測定モード
定常運転時のモードです。

● メンテナンスモード
メンテナンス作業等を実施するためのモードです。校正・保守等のメンテナンス作業を
実施する前には、機器を必ずメンテンナンスモードにしてください。メイン画面から、

を にするとメンテナンスモードになります。（検出器メニュー→メンテナンス→メ
ンテナンスモード　でもモードを切り替えることができます。）

■ メンテナンスモードにおける動作
項目 動作

測定値 保守時定数が適用されます
mA 出力 自動ホールド設定の設定に従って、ホールドまたは出力されます。

[ 変換器メニュー ] → [ 変換器設定 ] → [ 電流出力設定 ] → [ 各出力チャンネル ] → [ 自
動ホールド設定 ]

接点出力 保守に設定されていた場合、保守接点が On になります。
その他の接点については、メンテナンスモードを On にする直前の状態が保持され
ます。

マニュアル操作 電磁弁 (S3 洗浄接点 ) のマニュアル操作が有効になります。
メイン画面の [MAN.SW アイコン ] または、[ 検出器メニュー ]>[ メンテナンス ]> バ
ルブ / ポンプ操作　からも操作が可能です。
メンテナンスモードを Off にすると、バルブの状態は、初期状態に戻ります。

自動洗浄・自動校正 動作しません

3.1 配管・配線施工状態の点検
電源や水を供給する前に、配管や配線が正しく行われていることを確認してください。2.2
配管と 2.3 配線を参照してください。

3.2 検出器の状態の確認
測定水入口のバルブ（流量調整バルブ）を閉じてください。
ドレンコックが閉まっていることを確認してください。

運転準備の各作業では、検出器を測定時の状態（図 1.3）または保守時の状態（図 1.4）にセッ
トします。

3.3 ビーズの充填
運転を開始する前に、ビーズを液槽内のビーズケースに入れてください。
遊離塩素測定標準仕様（-F1）ではビーズ、結合塩素対策形 (-C1) ではガラスビーズを使
用します。
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［ビーズの入れ方］
電極機構部固定ねじ (2 本 ) を緩め、検出器を保守時の状態にします（図 1.4 参照）。
付属品のビーズをビーズケース内に入れてください。電極機構部を測定時の状態に戻し、
ビーズの量が適量であることを確認してからねじを締めて電極機構部を固定します。ビー
ズ量は、回転電極がビーズに納まった状態で、ビーズケースカバーの切り欠き位置から
6mm 程度上までビーズが満たされている状態が適量です（図 3.1 参照）。

ビーズケースカバー

ビーズケースカバー切り欠き位置

ビーズケース

約6mm

液槽

図3.1 ビーズ位置確認

3.4 測定水の供給

● 自立形水質計システムがない場合
流量調整バルブを閉じた状態で圧力 1 ～ 150 kPa の測定水を、FC800D に供給します。次に、
測定水入口の流量調整バルブをゆっくりと開いて、流量を調整してください。

・ 比較電極が確実に測定水浸かり、比較電極近くの堰から常に測定水がオーバーフロー
する流量を確保してください。（最小流量：0.1 l/min）。

・ 液面が激しく動いてしぶきがとばないよう、また、電極機構部ベースに水が接しな
いよう流量を抑えてください。（最大流量：2.5 l/min）。

配管継手接続部からの漏れや液槽空気穴からの流出がないことを確認してください。

● FC800DがST401G自立形水質計システムに組み込まれている場合
自立形水質計システムに、圧力 100 ～ 750 kPa、流量 0.1 ～ 10 l/min の測定水を供給しま
す。この圧力範囲外の場合は、営業にご相談ください。流量調整バルブでの流量微調整
は自立型水質計なしの場合と同じです。
( 注 ) 作業を行う際は、「ST401G 自立形水質計システム」の取扱説明書「IM 12A0V2」も参照してください。

3.5 回転電極の研磨
測定を始める前に、回転電極を研磨します。研磨の方法は「8.1 回転電極の研磨」を参
照してください。

3.6 電源の供給と動作モード切替え
水の供給および配線が正常であることを確認し、電源を供給してください。電源を供給
すると、検出器は測定モードで起動し、電極が回転を始めます。
運転準備が終わるまでは、メンテナンスモードを On にしてください。変換器のメイン画
面で を押すとメンテナンスモードになります。
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3.7 回転電極の動作確認
回転電極が測定水内で正常に回転し、ビーズが滑らかに動いていることを確認してくだ
さい。
問題ない場合は電極機構部ねじを締めて固定します。

3.8 ゼロ水の準備とならし運転（自動ゼロ校正機
能付きの場合）

自動ゼロ校正をスムーズに行うために、あらかじめ活性炭フィルタに通水します。フィ
ルタを取り付けた直後や、自動ゼロ校正を ON にせずに運転し前回の校正から時間が経っ
ている場合には、ならし運転でゼロ水を安定させます。

・ フィルタや配管から水が漏れていないこと、気泡などがでていないことを確認しま
す。

・ ゼロ水（活性炭フィルタを通過した水）を検出器の液槽に供給します。（ST401G 自
立形水質計システムを使用している場合には、S3(SV1) を ON、またはボール弁 BV2
を閉じて BV3 を開にします。）

・ そのまま 20 分程度運転させ、残留塩素計の指示値がゼロ付近で安定していることを
確認してください。

・ フィルタへの通水を停止し、測定水を液槽に通水します（ST401G 自立形水質計シス
テム祖使用している場合には、S3(SV1) を Off、または BV3 を閉めて BV2 を開けます。）

3.9 運転パラメーターの設定
入手したままの状態で作動させたとき、「FC800D 無試薬形遊離塩素検出器」は、工場出
荷時に設定された運転パラメータ（初期データ）による動作をします。
測定を開始する前に、初期データが運転条件に適合しているか確認してください。必要
があれば、ご希望の動作をするように設定し直してください。運転パラメータを設定し
直した場合は、変更データをメモしておくことをおすすめします。

運転に必要なパラメータを設定します。
(1) 変換器の表示・出力設定
 → FLXA402T　変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 4 章を参照してください。
(2) 検出器パラメータの設定　「4. 設定方法」を参照してください
(3) 自動洗浄・自動校正の設定
 変換器設定で、シーケンス動作の設定を行います。「4.5 自動洗浄 / 校正設定」を参

照してください

測定水の条件が仕様範囲を超える場合には、プラトー特性を取得して加電圧の設定パラ
メータを判断する必要があります。
プラトー特性取得機能については、「4.2.4 プラトー特性設定」の項を参照してください。

3.10 校正
FC800D を 1 時間程度動作させたあと、校正を行ってください。

（注） 研磨した直後の電極は安定した特性を示しません。校正の前に、必ず検出器のならし運転を行ってくだ
さい。

校正の要領については、「7. 校　正」を参照してください。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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3.11 測定モードへの切り替え
運転準備が完了したら、メンテナンスモードを Off にして、測定モードにしてください。
エラーが発生しないことを確認してください。
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4. 設定方法
この章では、残留塩素計固有のパラメータの設定方法について説明します。
検出器メニューから設定できるパラメータを表 4.1 に示し、変換器メニューから設定でき
るパラメータのうち、「自動洗浄 / 校正設定」のパラメータを表 4.2 に示します。変換器
メニューのその他の設定パラメータについては、FLXA402T の画面・変換器メニュー操作
編をご参照ください。
また、検出器設定画面への遷移方法は「変換器画面・モード説明」の章を、変換器設定
画面への遷移方法は、FLXA402T の画面・変換器メニュー操作編の「変換器画面・モード
説明」の章をご参照ください。
表4.1 検出器設定

メニュー パラメータ名 初期値 参照項
測定パラメータ設定 マイナス測定値非出力機能 無効 4.1.1

残留塩素単位選択 mg/L 4.1.2
ユーザ定義単位 ( 空白 )
温度単位 ℃
測定 時定数 10[ 秒 ] 4.1.3
加電圧 ( 固定 or スタート値 ) -0.05[V] または +0.1V (*3) 4.1.4
加電圧補償 有効
加電圧補償スロープ -0.02[V/uA] または -0.01V/uA (*3)
残留塩素 Warning 上限値 11 (*1) 4.1.5
残留塩素 Warning 下限値 -1 (*1)
電極回転数 600rpm 4.1.6

補償設定 温度補償入力選択 PT1000 4.1.7
pH 補償 無効

校正 / 保守設定 保守 時定数 6[ 秒 ] 4.1.3
安定チェック幅 0.01(*1) 4.2.1
自動安定チェック時間 10[ 秒 ]
安定チェックリミット時間 7[ 分 ]
温度 Offset 0 (*2) 4.2.2
洗浄ボックス 無効 4.2.3

プラトー特性設定 スタート電圧 1[V] 4.2.4
印加電圧幅 -0.2[V]
ステップ数 10
プラトー緩和時間 5[ 分 ]

その他校正設定 Zero 0[uA] 4.2.5
Slope 100[%]
基準感度 2.62[uA/ppm]

診断設定 液切れ検知 無効 4.3.1
液切れ検知開始濃度 0.08 (*1)
シグナルステータス 有効 4.3.2
回転電極稼働日数 有効 4.3.3
モータ稼働日数 有効
ビーズ稼働日数 有効
カップリング稼働日数 有効
従動軸アセンブリ稼働日数 有効

通信設定 検出器アドレス 1 4.4.1
*1： 単位は設定した残留塩素単位となる
*2： 単位は設定した温度単位となる
*3： 測定対象、レンジコードが -F1( 遊離塩素測定 ) の時には、加電圧 ( 固定 or スタート値 ) は -0.05V、加電

圧補償スロープは -0.02V/µA で出荷されます。-C1( 結合塩素対策型 ) の時には、+0.1V、-0.01V/µA です。
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表4.2 変換器設定

自動洗浄 /
校正設定

パラメータ名 初期値 参照項
洗浄校正シーケンス 無効 4.5.1
初回開始年 YY 00[ 年 ]** 4.5.2
初回開始月 MM 1[ 月 ]
初回開始日 DD 1[ 日 ]
初回開始時 hh 0[ 時 ]
初回開始分 mm 0[ 分 ]
次回開始日時自動更新 無効

CL 設定 自動液槽洗浄機能 有効 4.5.3
自動砂ろ過洗浄機能 有効 *
自動校正機能 無効
洗浄周期 1[ 時間 ] 4.5.2
校正周期 7[ 日 ]
液槽洗浄時間 1[ 分 ] 4.5.4
砂ろ過筒洗浄時間 1[ 分 ]*
洗浄緩和時間 5[ 分 ]
砂ろ過 2 筒式洗浄周期 2[ 時間 ]*
砂ろ過 2 筒式置換時間 6[ 分 ]*
砂ろ過 2 筒式クロス時間 1[ 分 ]*
校正準備時間 10[ 分 ]
校正緩和時間 10[ 分 ]

*： FC800D は使用しません
** :  20XX 年の XX を指定

4.1 測定パラメータ設定

4.1.1 マイナス測定値非出力機能
マイナス測定値非表示機能を有効に設定すると、測定値がマイナスになったとき、表示
は 0 と表示され、mA 出力も測定値 0 の電流値が出力されます。
無効に設定すると、表示もｍ A 出力もマイナスの値が出力されます。

4.1.2 残留塩素単位/温度単位
残留塩素の単位表示を mg/L、ppm、ユーザ定義から選択することができます。ユーザ定
義を選択した場合、ユーザ定義単位に入力された文字列がそのまま表示されます。
温度単位は変更することができません。

4.1.3 測定時定数・保守時定数
時定数処理を行うことで残留塩素の測定値の変動をスムーズにします。63% 応答時間を
時定数として設定します。
時定数がより大きいほど残留塩素の値が安定しますが、応答は遅くなります。

測定モードでは、測定時定数が適用されます。保守時定数は、下記の条件の際に使用さ
れます。

・メンテナンスモード
・校正中
・自動洗浄 / 校正動作中
・プラトー特性取得時

応答を早くするため、測定時定数にくらべて校正時定数のほうが小さい値を設定します。
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4.1.4 加電圧補償
加電圧補償の有効 / 無効を選択できます。

● 有効の場合
無試薬形遊離塩素検出器における最適加電圧は、図 4.1 のプラトー特性に示したように、
拡散電流値に比例して変化します。そのため、次式に準じて、加電圧補償を行うことが
できます。
 （加電圧）=（DRV V）+（V/µA）×（拡散電流値）

電流

加電圧

最適加電圧値

DRV V 

 V /μ A 

F6.8.ai

図4.1 無試薬形遊離塩素検出器のプラトー特性

DRV V ＝加電圧補償スタート値
V/µA ＝加電圧補償スロープ

・ 加電圧補償スタート値の設定
 加電圧 ( 固定 or 補償スタート値 ) を、－ 1.50 ～ 1.50 V の範囲で設定してください。

出荷時は、測定対象、レンジコードが -F1( 遊離塩素測定）の場合は -0.05 V、-C1( 結
合塩素対策型 ) のときは +0.1 V に設定されています。

・ 加電圧補償スロープの設定
 加電圧補償スロープの値を、－ 0.10 ～－ 0.01 V/µA の範囲で設定してください。

出荷時は、測定対象、レンジコードが -F1( 遊離塩素測定）の場合は -0.02[V/µA]、
-C1( 結合塩素対策型 ) のときは -0.01[V/µA] に設定されています。

● 無効の場合
加電圧値は常に「加電圧 ( 固定 or 補償スタート値 )」の値となります。

4.1.5 残留塩素Warning上下限値設定
残留塩素値のアラーム上下限値を設定することができます。
設定した上限値を超えた場合は「残留塩素上限」アラームが、下限値を下回った場合は「残
留塩素下限」アラームが発生します。

4.1.6 電極回転数
電極回転数は 600rpm 固定で変更することはできません。
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4.1.7 補償設定
温度補償入力選択では、温度として比較電極内蔵の測温抵抗体 (PT1000) を使用するか、
外部から入力された値を使用するかを選択することができます。通常は PT1000 を選択し
ます。
温度の外部入力では、センサ Ch2-1 に接続された検出器で測定された温度か、外部の変
換器からアナログ入力された温度値をセンサ Ch1-1 に入力できます。
外部の変換器からのアナログ入力を使用する場合は、変換器側の設定で温度の AI 入力を
設定してください。
PH 補償設定の有効 / 無効が設定できます。この機能は、-F1 のみで使用できます。測定
水の pH が大きく変動しない場合には、無効に設定します。PH 補償機能は変換器のセン
サ Ch1-1 のみで使用できます。
PH 補償機能を使用する場合は、変換器側の設定で PH の AI 入力を設定して外部の変換器
で測定した pH をアナログ入力するか、変換器のセンサ Ch2-1 に PH モジュールを接続す
る必要があります。

4.2 校正/保守設定

4.2.1 安定チェック
校正時の安定チェック実行時とプラトー特性取得時に使用される安定チェックの条件を、
下記の 3 つの項目によって設定することができます。

・安定チェック幅
・自動安定チェック時間
・安定チェックリミット時間

安定チェックでは、測定値の変動が安定チェック幅の範囲を超えない状態になってから
自動安定チェック時間経過したときを安定と判断します。測定値が安定チェックリミッ
ト時間以内に安定と判断されない場合、校正時は中断確認のダイヤログを表示し、プラ
トー特性取得時はその点を記録せずにスキップします。

4.2.2 温度Offset
測温抵抗体 PT1000 を使用して温度を測定しているとき、温度に誤差がある場合は温度
Offset で誤差を補正することができます。

設定例：現在表示されている温度より実際の温度が 1℃高い場合には、1 と設定してくだ
さい。

4.2.3 洗浄Box
FC800D では使用しません。

4.2.4 プラトー特性設定
プラトー特性取得を実行するための設定です。プラトー特性取得画面での表示にも関連
します。
スタート加電圧、印加電圧幅、ステップ数によって、どの条件で何点データを取得する
かを決定します。通常、印加電圧幅はマイナスに設定し、加電圧をプラス→マイナス側
に変化させます。
図 4.2 に、初期加電圧、ステップ加電圧およびステップ数の関係を示します。
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（注）・加電圧は、マイナス側に変化していきます。
　　・拡散電流値のサンプル数は、“ステップ数＋１”となります。

(設定例）
初期加電圧　　：0 V
ステップ加電圧：-0.1 V
ステップ数　　：8

図4.2 プラトー特性の採取例

プラトー緩和時間は、プラトー特性取得完了または中断した後に、測定モードにもどる
までの時間です。プラトー緩和時間の間は、加電圧は測定モードと同じですが、保守状
態になります。残留塩素の測定値が確実に安定する時間を設定します。

4.2.5 その他校正設定
zero、slope、基準感度を手動で変更する画面です。参照する場合には、検出器詳細画面
で確認することをお勧めします。
初期値に戻す以外で変更しないでください。

4.3 診断設定

4.3.1 液切れ検知
液切れ検知機能の有効無効を設定します。
液切れ検知開始濃度は、液切れの可能性がある濃度として、通常の測定値の 1/3 以下に
設定することを推奨します。

4.3.2 シグナルステータス
検出器詳細画面におけるシグナルステータスの表示の有効 / 無効を設定できます。
測定水の残留塩素濃度が、0.3mg/L 以下の場合には、無効に設定してください。

4.3.3 稼働日数
各項目の稼働日数の表示の有効 / 無効を設定できます。
検出器詳細画面で稼働日数を確認したい場合は機能を有効にしてください。
機能を無効にしても内部でカウントは実施されています。
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4.4 通信設定

■ 検出器アドレス
接続する検出器のアドレスを変更できます。
本設定を変更後には、接続して使用する変換器でも設定変更が必要になります。変換器
設定の [ 上位機能設定 ]->[MODBUS 設定 ]->「センサアドレス設定 (S)」で変更します。
変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 4.6.1 項をご参照ください。

注記
検出器アドレス設定の変更は、電源を OFF/ON することで反映されます。

4.5 自動洗浄/校正設定
本設定は、変換器設定の項目です。
FC800D で自動洗浄または自動校正を実施する場合には、あらかじめ接点出力の設定で、
S3 を洗浄に設定する必要があります。

4.5.1 洗浄校正シーケンス
自動洗浄 / 校正を使用する場合はこの機能を有効にしてください。接点出力の S3 を「洗浄」
に設定することも必要です。
無効にした場合、他の設定にかかわらず自動洗浄 / 校正は動作しません。

4.5.2 開始日時
最初に自動洗浄 / 校正を動作させる日時を設定します。初回開始日時を現在時刻よりも将
来の時刻に設定してください。次回の日時が過去になっている場合には、自動洗浄 / 自動
校正は動作しません。
二回目以降も自動的に自動洗浄 / 校正を開始したい場合は、次回開始日時自動更新を On
に設定すると、洗浄周期や校正周期で設定された時間分だけ加算された時刻が次回開始
日時に自動的に設定されます。

4.5.3 洗浄・校正各機能のOn/Off
洗浄・校正の各機能の On/Off が設定できます。
自動液槽洗浄または自動校正機能のどちらか一方のみを使用します。
自動砂ろ過洗浄機能は Off に設定してください。

4.5.4 洗浄シーケンスの設定
自動洗浄のスケジュールを設定するには自動洗浄周期を、自動校正のスケジュールを設
定するには自動校正周期を設定してください。初回開始日時をスタートに、ここで設定
した周期ごとに自動シーケンスが動作します。

その他の設定項目は、1 回の自動洗浄 / 自動校正における各動作の詳細な設定になります。
付録を参照してください。

砂ろ過筒洗浄時間、砂ろ過 2 筒式洗浄周期、砂ろ過 2 筒式置換時間、砂ろ過 2 筒式クロ
ス時間は使用しません

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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■ 自動洗浄・自動校正のタイムスケジュール

● 自動液槽洗浄機能Onの場合

自動洗浄

初回開始日時 次回開始日時 次回開始日時

洗浄周期（時間）

自動洗浄

洗浄周期（時間）

自動洗浄

洗浄周期（時間）

● 自動校正機能Onの場合（自動液槽洗浄機能はOffに設定してください）

自動校正

初回開始日時 次回開始日時 次回開始日時

校正周期（日）

自動校正

校正周期（日）

自動校正

校正周期（日）

● 自動校正機能Onで、校正周期が10日以上の場合 （自動液槽洗浄機能はOffに設定
してください）

校正周期（10日以上）

初回開始日時

自動校正

次回開始日時

自動校正

24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H

電源ON

ゼロフィルタフラッシング 24Hごと

自動校正とゼロフィルタフラッシングが重なった場合は、自動校正が優先されます。

● 自動校正機能使用時のゼロフィルタフラッシング
活性炭フィルタの腐食を防ぐための機能です。液槽も洗浄されます。サンプリング装置
(ST401G 自立形水質計システム等 ) を使用し、変換器設定の自動洗浄 / 自動校正設定にお
いて下記の条件を満たす場合には、24 時間に一回、自動的にゼロフィルタフラッシング
機能が動作します。

・ 自動洗浄校正機能が有効
・ 自動校正機能が有効
・ 自動ゼロ校正周期が 1 日より長い

ゼロフィルタフラッシング機能が動作する際には、校正準備時間で設定された時間ゼロ
水が通水され、その後、校正緩和時間で設定した時間、測定水が通水されます。この間、
自動洗浄状態となり、測定値は変換器の自動ホールドの対象となります。
電源 ON 後に 24 時間のカウントが始まります。24 時間のタイミングで、上記の条件をす
べて満たし、測定モードだった場合にこの動作が開始します（自動洗浄は中断します）。
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5. FLXA402Tの検出器メニュー操作
検出器メニューは下記のアイコンから操作できます。

メンテナンスモードのON/OFF ができます。
回転電極の回転・停止を操作できます。

バルブのマニュアル操作画面に入れます。
操作前にメンテナンスモードをONにしてください。

変換器メニューへ移動します。

状態を示すアイコンが表示されます。
測定モードのときは何も表示しません。

測定値が表示されます。

校正メニューに移動します。
検出器メニューへ移動します。

図5.1 メイン画面の例

メイン画面には、測定値以外にショートカットメニューが配置されており、バルブ操作
ボタン からはバルブ操作画面へ、電極回転操作ボタン からは電極回転操作ダイア
ログへ、メンテナンスモードボタン からはメンテナンスモードダイアログへ直接遷移
することができます。詳細は「5.6 メンテナンスメニュー」を参照してください。

メイン画面の検出器メニューボタン をタップすると、「検出器メニュー」画面が表示さ
れます。
検出器メニューでは、検出器の詳細情報の確認、自動洗浄の開始、検出器の校正、検出
器の機器設定、検出器のメンテナンス操作などを行います。

5.1 5.2 5.3

5.5 5.65.4

図5.2 検出器メニュー

5.1 洗浄
検出器メニューで をタップすると、自動洗浄の手動開始ダイアログが表示されます。
Start をタップすると自動洗浄が一回だけ動作します。
洗浄中は が表示されます。 をタップすると洗浄が中止されます。洗浄が終了ま
たは中止されると緩和状態に移行し、 が点滅します。緩和状態で再度 をタップ
すると緩和状態を中止し、測定モードになります。

注記
メンテナンスモード中は洗浄を開始できません。
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実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、Wash 画面を表示します。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。

5.2 校正
検出器メニューで校正（ ）をタップすると、検出器の校正選択画面へ遷移します。メイ
ン画面の からも直接遷移します。
校正の詳細については、7 章を参照してください。

実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、校正選択画面を表示します。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。

5.3 詳細画面
検出器メニューで詳細画面（ ）をタップすると、図 5.3 のような画面推移でセンサの細
部情報（設定、検出器診断、校正、モジュール管理番号などの機器情報などの機器情報）
が確認できます。
トラブル発生時に当社営業やサービスへご連絡いただくときには、機器に貼付されてい
る銘板上のモジュール管理番号とともに、詳細画面に表示されるモジュールや本体のソ
フトウェアレビジョンやその他の表示情報も併せてお知らせください。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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図5.3 詳細画面表示例

■ 検出器詳細

● 残留塩素濃度、温度
メイン画面で表示される残留塩素濃度や温度を確認できます。

● 拡散電流、加電圧
検出器の拡散電流や現在出力している加電圧の値を表します

● zero、slope、基準感度
校正実施前には、これらの項目の値をメモしておくことをおすすめします。各校正の実
行により、対応するパラメータが書き換わります。
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● 入力pH
入力 pH には、pH 補償に使用する pH 値が表示されます。pH 補償設定が有効になってい
るときのみ表示されます。

■ 検出器診断

● シグナルステータス
拡散電流の信号の安定状態を表示します。■が多いほど信号の変動が少ないことを示し
ます。ノイズ等の外乱の影響があるときや、塩素濃度が大きく変化したときには■が少
なくなります。シグナルステータス診断の設定が有効であるときのみゲージが表示され、
無効の場合はバー表示「－－－－」となります。
拡散電流が 0.6µA 以下の場合には、シグナルステータスが更新されません。0.3mg/L よ
り低い濃度を測定している場合には、シグナルステータス表示を無効に設定することを
お奨めします。

● 取付日/稼働日数
摺動コンタクト取付日と回転電極、ビーズ、モータ、カップリング、従動軸アセンブリ
の稼働日数を管理できます。診断リセットのダイアログから各データをリセットするこ
とができ、リセットを実行すると取付日は実行した日時が記録され、稼働日数は 0 に戻
ります。「5.4 稼働時間リセット」を参照してください。
診断設定が有効の場合のみ結果が表示されます。

● 定量ポンプ流量調整日時
FC800D では使用しません。

■ 検出器保守情報

● 最終校正日時
校正メニューが実行されたときと、自動校正が実施されたときの最後の日時が表示され
ます。

● 次回自動洗浄/校正
自動洗浄、自動校正がスケジューリングされている場合、次回の予定が表示されます。
初回開始日時を設定すると初回開始日時が表示され、次回開始日時自動更新が On になっ
ている場合はこれらの予定が自動的に更新されます。

■ CL検出器
接続されている残留塩素計検出器の計器番号（Serial No.）、ソフトウェアバージョン

（Software Rev.）、形名コード（Model code）、内部計器番号（Internal SN.(CPT)）が確認
できます。

■ 変換器ログ/検出器ログ
変換器メニューの詳細画面で表示される内容と同じです。
変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 3.1 節を参照してください。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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5.4 稼働時間リセット
検出器メニューで稼働時間リセット をタップすると詳細画面の検出器診断画面へ遷移
でき、リセットダイアログから各診断のリセットを実行することができます。詳細は上
記

診断リセットのダイアログから各データをリセットすることができ、リセットを実行す
ると取付日は実行した日時が記録され、稼働日数は 0 に戻ります。
実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、リセット確認ダイアログが表示されます。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。

5.5 検出器設定メニュー
検出器メニューで検出器設定メニュー をタップすると検出器設定メニューへ遷移し、
検出器の設定と設定値の初期化ができます。

設定パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、センサ設定画面が表示されます。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。
センサ設定画面に入ると保守接点が ON になり、それ以外の接点出力は状態が保持され
ます。自動ホールド機能が有効な場合には電流出力が HOLD されます。

■ 検出器設定
検出器の設定ができます。詳細な項目は「4. 設定方法」を参照してください。

■ 初期化
検出器のパラメータを初期化します。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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実行ボタンをタップすると、ロードが実行され、終了すると検出器メニュー画面へ戻り
ます。
実行する前に、リセットされる項目を確認してください。工場出荷時に校正される基準
感度も、初期化によって共通の初期値になりますのでご注意ください。

5.6 メンテナンスメニュー
検出器メニューでメンテナンスメニュー をタップするとメンテナンスメニューへ遷移
できます。

実行パスワードが設定されているときは、パスワード確認ダイアログが表示され、パス
ワード確認後、校正選択画面を表示します。
パスワードについては変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）の 5.4 節を参照してください。

5.6.1 メンテナンスモード
測定モードとメンテナンスモードを切り替えることができます。メイン画面の をタッ
プすることでも操作できます。
メンテナンスモードについては「4. 設定方法」を参照してください。

5.6.2 回転電極操作
回転電極の回転 / 停止を操作できます。メイン画面の をタップすることでも操作でき
ます。

5.6.3 電磁弁手動操作
自動洗浄・自動校正のバルブ操作に使用する S3 の接点を手動で操作することができます。
ただし、S3 の設定を洗浄に設定する必要があります。メイン画面の をタップしても、
同じ画面になります。

5.6.4 プラトー特性取得

 
プラトー特性取得中（測定中）  取得終了

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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プラトー特性取得画面では、測定水の電流 - 電圧特性を自動で取得し、グラフにプロット
します。電圧に対して電流変化が少ない、平らな領域がプラトー領域です。加電圧を変
更する場合には、この領域に加電圧値を設定します。

取得したデータのグラフを表示します。横軸スケールおよびプロット数は、プラトー特
性取得設定に応じて変化します。取得時の設定のままで参照してください。

[ 設定情報 ] をタップすると、プラトー特性の取得に使用するパラメーターを確認するこ
とができます。設定を変更する場合には、検出器設定メニューで設定パラメーターを変
更してください。各パラメーターについては、「4.2.4 プラトー特性設定」を参照し
てください。

[ 開始 ] をタップすると、プラトー特性取得を開始します。設定に応じて、最大 21 点、各
加電圧における拡散電流の値を記録します。プラトー特性取得中は、保守状態になります。
自動ホールド設定を OFF にしている場合は、加電圧の変化によって出力が大きく変化し
ます。
取得が終了するか、[ 中止ボタン ] から中断すると、データの取得状態は停止します。停
止直後は、プラトー緩和状態にな。加電圧は測定モードの状態になりますが、外部出力
等はプラトー特性取得の実行時と同じ状態です。プラトー緩和状態は、設定されたプラ
トー緩和時間の間継続し、その後自動的に測定モードに戻ります。

取得中に でメイン画面に戻る場合にも、データ取得は中断します。プラトー緩和状態
では が点滅していますので、すぐに測定モードに戻りたい場合には残留塩素の値が
安定していることを確認してから、 をタップして緩和状態を中断してください。

[ 取得値一覧 ] をタップすると、既にに取得した電流と電圧の値を一覧表示します。表示
点数は、プラトー特性取得設定のステップ数に応じて変化しますので、取得時の設定の
まま参照してください。

記録したプラトー特性取得結果は、電源を OFF するか、次のデータ取得を開始するまで
は保持され、プラトー特性取得画面から何度でも見ることができます。ただし、プラトー
特性設定がプラトー特性取得時と異なる場合には、グラフのスケールが適切でない表示
になる場合があります。取得したデータは検出器の電源を OFF するとデータが削除され
るのでご注意ください。
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6. 運　転
無試薬型遊離塩素計の通常運転時には、下記の機能が動作します。

6.1 遊離塩素の測定
電源を ON にすると遊離塩素検出器は測定モードで起動し、遊離塩素濃度を連続的に測
定します。
同時に測定している pH の値を FLXA402T の機能を使って外部入力（アナログ入力または
2 モジュール目から 1 モジュール目へ入力）させ、pH 補償機能を ON にしている場合には、
測定水の pH に応じて変化する測定値の変化を補正します。pH 補償の設定方法は「4.1.7 
補償設定」を参照してください。
定期的に保守を行うことで、安定的に測定をすることができます。保守や異常時の対応
は 8 章および 9 章を参照してください。

6.2 液切れ検知
液切れ検知機能を On に設定し、測定値が液切れ検知開始濃度を下回った場合には、液切
れ検知が動作します。この間、変換器のメイン画面では が表示され、測定値は
Hold されます。
液槽内の水が無くなっていることを検知した場合、液切れ検知アラームを発報し、電極
の回転が停止します。
液切れを検知しなかった場合には、2 分間後に Hold を終了して測定を再開します。
液切れ検知開始濃度より低い状態が続いている場合には、10 分毎に液切れ検知動作を実
施します。
液切れによって回転電極が停止した場合、電極が回転するのは下記のいずれかの状態に
なったときです。

・ 液切れ検知アラームが消えた場合（液槽内に水が復帰した場合）
・ メンテナンスモードを On にした場合

6.3 自動洗浄/自動校正の動作
サンプリング装置 (ST401G 自立形水質計システム等 ) が正しく設置され、変換器設定の
自動洗浄 / 自動校正設定が適切に行われている場合は、測定モードでの定常運転中に予定
された時間になると自動洗浄・自動校正が動作します。設定によって、ゼロフィルタフラッ
シングが動作する場合もあります。詳細は、「4.5.4 洗浄シーケンスの設定」の、タイム
スケジュールを確認してください。
FC800D では自動洗浄または自動校正のどちらか一方のみを使用します。
次回の自動洗浄または自動校正がいつ開始するかは、検出器詳細画面から確認すること
ができます。次回の日時が過去になっている場合には、自動洗浄 / 自動校正は動作しませ
ん。
自動洗浄・自動校正が動作しているときの変換器表示や mA 出力の表示については
FLXA402T 変換器操作編（IM 12A01G01-03JA）を参照してください。
自動洗浄・自動校正が動作しているときには、メンテナンスモードを On にすることがで
きず、校正メニューや設定メニューにも入ることはできません。

https://web-material3.yokogawa.com/IM12A01G01-03JA.pdf
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6.4 運転の停止および再開
運転を停止する場合には、電源供給を停止してください。電源を供給したままで機器を
使用しない場合は、電極の回転を停止させることをおすすめします。運転再開時には、

「8. 保　守」を参照し、必要な点検保守を実施してください。
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7. 校　正
校正には下記のメニューがあります。定期的に校正を行い、校正パラメータの Zero と
Slope を最適化することで、正しい測定値を得ることができます。校正は電極や液槽の汚
れがなく、測定値が安定した状態で実施してください。
校正の各メニューに入ると、検出器は校正状態になります。校正を終了または中断すると、
メイン画面では が点滅し、出力がホールドされる保守状態が継続します（校正緩和
状態）。測定値が安定していることを確認してから測定モードに戻ってください。メンテ
ナンスモードを Off にすることで測定モードに戻ります。 をタップして校正緩和の
状態のみを中断することも可能です。

● 残留塩素　手動校正
・ ゼロ校正（7.1 節）
 ゼロ点を合わせこみます。校正パラメータの Zero を更新します。

・ スロープ校正（7.2 節）
 任意の濃度値に合わせこみます。校正パラメータの Slope を更新します。必ずゼロ

校正より後に実施します。

● 残留塩素　自動校正
・ 自動ゼロ校正（7.3 節）
 自動的にゼロ水を流し、洗浄を実施した後にゼロ校正を実施します。変換器の自動

洗浄 / 自動校正設定とサンプリングシステムが正しく機能しているときのみ使用でき
ます。本メニューからの自動校正スタートは、設定された周期による自動スタート
の予定（シーケンス）には影響しません。

● その他校正
・ 2 点校正（7.4 節）
 ゼロ以外の任意の 2 種類の濃度サンプルを使って、校正パラメータの Zero と Slope

を更新します。
・ 基準感度校正（7.5 節）
 濃度演算の重要パラメータである基準感度を更新します。

・ 回路ゼロ校正（7.6 節）
 測定水や電極機構部を測定時の状態にしたまま、ゼロ校正を実施します。校正パラ

メータの Zero を更新します。

7.1 ゼロ校正
ゼロ点を校正する方法には、電極を空気中にさらして回転電極と比較電極との間に電流
が流れないようにして行う “入力回路オープン法” と塩素の含まれていないゼロ水（たと
えば、活性炭ろ過水）を用いて行う “塩素不含水測定法” があります。
一般には、簡易な方法である “入力回路オープン法” で校正しますが、結合塩素対策型や
常時 0.1 mg/l 以下の低濃度の測定するときなどは、“塩素不含水測定法” でゼロ点を校正
してください。

[ゼロ校正の操作手順]
(1) メンテナンスモードを On にします。
(2) ゼロ測定の状態にします。

・ 入力回路オープン法の場合
 電極機構部を保守時の状態にして、電極を空気中にさらします。電極機構部固定ね

じを緩め、電極機構部を液槽から持ち上げて保守時の状態にしてください。
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・ 塩素不含水測定法の場合
 液槽に、塩素不含水（ゼロ水）を流します。

(3) メイン画面の をタップして校正メニューに入ります。
(4) 校正メニューのリストから、残留塩素　手動校正の [ ゼロ校正 ] を選択します。
(5) 測定値が安定していることを確認し、[ 安定チェック ] をタップすることで安定チェッ

クが開始します。
(6) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値がゼロであることを確認して、

[ 次へ ] をタップします。
(7) 校正結果を確認し、[ データ更新 ] をタップすることで、校正パラメータの Zero が更

新されます。
(8) 作業を終了する場合は、メンテナンスモードを Off にします。

7.2 スロープ校正
ゼロ点とスロープの両方を校正するときは、必ずゼロ校正の後にスパン校正を行ってく
ださい。スロープ校正の方法には、指示値を手分析値に合わせ込む “実液法” と、校正標
準液の濃度値に合わせ込む “標準液法” があります。
一般的には “実液法” によるスロープ校正で運用されます。“標準液法” は、常時ゼロに近
い低濃度の遊離塩素測定を行っている場合などをより正確に校正したいときに適します。

● 実液法
定常運転時の測定水を校正液として使用します。検出器のドレンコックから採取した測
定水を手分析して濃度を確認し、校正値として使用します。

● 標準液法
標準液を調整し、校正液として使用します。調整した標準液の手分析濃度確認し、校正
値として使用する準備をしてください。

（標準液の調整方法）
(1) 希釈液の準備　下記 3 種類のいずれかを 2 ～ 3L 準備します。

・ 水道水 ( 公定法の校正にはこちらを使用します )
・ 測定水
・ 希釈用溶液（混合比率は純水 1 リットル当たり pH7 標準液が 10 ml、塩化ナトリウ

ムが 50 mg）
(2) 市販の次亜塩素酸ナトリウム溶液を希釈液で希釈し、標準液を調製します。運用時

の測定レンジの 80％近傍の液を作成します。正確な濃度は手分析で確認します。

[ スパン校正の操作手順 ]
(1) メンテナンスモードを On にします。
(2) 液槽に校正液を通水します。電極機構部が測定時の状態になっていることを確認し

ます。校正値として使用する手分析値を準備をします。
(3) メイン画面の をタップして校正メニューに入ります。
(4) 校正メニューのリストから、残留塩素　手動校正の [ スロープ校正 ] を選択します。
(5) 測定値が安定していることを確認し、[ 安定チェック ] をタップすることで安定チェッ

クが開始します。
(6) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値を入力して、[ 次へ ] をタッ

プします。校正値には、2. で準備した手分析の値を使用します。
(7) 校正結果を確認し、[ データ更新 ] をタップすることで、校正パラメータの Slope が

更新されます。
(8) 作業を終了する場合は、メンテナンスモードを Off にします。
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7.3 自動ゼロ校正
自動ゼロ校正が 1 回動作します。この操作は、測定モードで実行してください。（メンテ
ナンスモードでは実行できません）。自動校正のシーケンスには影響しません。
詳細は「4.5.4 洗浄シーケンスの設定」を参照してください。

7.4 2点校正
任意の 2 つの濃度の液でゼロ点とスロープの 2 点を校正します。低い濃度を low point、
高い濃度を high point とします。かならず、low point → high point の順に校正してくだ
さい。各液の濃度は、手分析で確認し校正値として使用します。

[2 点校正の操作手順 ]
(1) メンテナンスモードを On にします。
(2) Low point の濃度の液を液槽に通水します。
(3) メイン画面の をタップして校正メニューに入ります。
(4) 校正メニューのリストから、その他校正の [2 点校正 ] を選択します。
(5) 測定値が安定していることを確認し、[ 安定チェック ] をタップすることで安定チェッ

クが開始します。
(6) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値に low point の手分析値を入

力し、[ 次へ ] をタップします。
(7) High point の濃度の液を液槽に通水し、安定するまで待ちます。安定したら [ 安定

チェック ] をタップします。
(8) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値に high point の手分析値を

入力し、[ 次へ ] をタップします。
(9) 校正結果を確認し、[ データ更新 ] をタップすることで、校正パラメータの Span、

Zero が更新されます。
(10) 作業を終了する場合は、メンテナンスモードを Off にします。

7.5 基準感度校正
回転電極を新品にした際に実施し、電極感度を初期化します。Slope は 100％になります。
校正時のエラーチェックがありませんので、必ず正しい操作で校正を行ってください。
実液法または標準液法で校正を実施します。校正液の準備方法は N.2 スロープ校正を参
照してください。

[ 基準感度校正の操作手順 ]
(1) メンテナンスモードを On にします。
(2) 液槽に校正液を通水します。電極機構部が測定時の状態になっていることを確認し

ます。校正値として使用する手分析値を準備をします。
(3) メイン画面の をタップして校正メニューに入ります。
(4) 校正メニューのリストから、その他校正の [ 基準感度校正 ] を選択します。
(5) 測定値が安定していることを確認し、[ 安定チェック ] をタップすることで安定チェッ

クが開始します。
(6) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値を入力して、[ 次へ ] をタッ

プします。校正値には、2．で準備した手分析の値を使用します。
(7) 校正結果を確認し、[ データ更新 ] をタップすることで、校正パラメータの基準感度

が更新されます。Slope は 100％になります。
(8) 作業を終了する場合は、メンテナンスモードを Off にします。
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7.6 回路ゼロ校正
検出器を測定時の状態にしたままでゼロ校正を実施します。
(1) メイン画面の をタップして校正メニューに入ります。
(2) 校正メニューのリストから、その他校正の [ 回路ゼロ校正 ] を選択します。
(3) 測定値が安定していることを確認し、[ 安定チェック ] をタップすることで安定チェッ

クが開始します。
(4) 指示値が安定しました、のメッセージがでたら、校正値がゼロであることを確認して、

[ 次へ ] をタップします。
(5) 校正結果を確認し、[ データ更新 ] をタップすることで、校正パラメータの Zero が更

新されます。

7.7 校正エラー
基準感度校正以外の校正メニューを実施する際には、校正結果が異常な場合に、校正異
常の画面を表示して校正結果が破棄します。
許容範囲は下記です。
 Zero： -3 ～ 3 µA
 Slope： 25 ～ 400%
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8. 保　守
FC800D を良好な状態に保つには、測定の正確さを維持するための手入れや、電極機構部
などに異常の無いことの点検を定期的に行うことが必要です。
この章では、これからの保守について説明します。正常な測定ができない場合など、ト
ラブル発生時の処置については、「9. トラブルシューティング」を参照してください。

■ 測定値の正確さを維持するための手入れ
電極などに付く汚れは、測定誤差となります。汚れを除去するため、定期的に保守を実
施してください。表 8.1 に主な保守項目と、推奨する実施周期を示します。
表 8.1、表 8.2、表 1.1 は、有寿命品に対する予防保全を実施する推奨周期を設定したもの
であり、偶発故障に対する保証を示すものではありません。
なお、実施周期は、個々の運転条件に合わせて定めてください。

（注）損耗部品の点検・保守については、8.5 項を参照してください。

表8.1 測定の正確さを維持するための保守項目と推奨実施周期

点検・保守項目 推奨実施周期 参照項
回転電極の研磨 1 回 /1 か月 8.1
校正 1 回 /1 か月 8.2
ビーズの洗浄 1 回 /3 か月 8.3
液槽の掃除 1 回 /3 か月 8.3
電極機構部の点検・交換 3 か月～ 1 年ごと（部品による） 8.5
回転電極の交換 1 回 /1 年 8.2
ビーズの交換 1 回 /1 年 8.3、(3.3)
活性炭フィルタの交換 1 回 /1 年 8.4
ヒューズの交換 ― 8.6

( 注 ) 汚れの傾向を把握して、個々の運転状況に応じた保守周期を定めてください。
 結合塩素対策形の回転金合金電極、ガラスビーズも同様です。
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8.1 回転電極の研磨
運転時に回転電極は 600 rpm で定速回転しており、その電極部分は常にビーズで磨かれ
ています。ただし、汚れの付着を完全には防ぐことはできないので、時間の経過ととも
にわずかずつ汚れの量は増加します。汚れによる誤差が許容値を超えない周期で電極部
分を付属の研磨剤（アルミナ）で磨き、汚れを除去してください。

（注）回転電極の研磨は、原則として、1 か月に 1 回の割合で行うことをおすすめします。なお、研磨の必要
頻度は測定水の水質によって異なり、数か月ごとで良い場合もあります。回転電極の電極部分を磨いた
ときは、必ず、校正を行ってください。校正に際しては、“ならし運転” を実施します。

（1） 保守状態にします（図 1.4 参照）。
 電極機構部カバーを外します。

（2） 回転電極を取りはずします。
 摺動コンタクトの下の隙間から、軸が回らないように呼び 2 mm の六角レンチ（付

属品）を丸穴に差し込んで軸を固定し、回転電極を反時計回りに回すことで外れます。
 このとき、摺動コンタクトに衝撃を与えないよう注意してください。

回転電極

電極部分

六角レンチ

摺動コンタクト

図8.1 回転電極の研磨

（3） 回転電極の円形の電極部分を、研磨剤（アルミナ）で磨きます。濡らしたガーゼま
たは綿棒などに研磨剤をつけ、油脂などの汚れが完全にとれるまで磨いてください。

 磨き終ったら、清浄な水で電極に付着した研磨剤を洗い流し、汚れが完全にとれた
ことを確認してください。清浄な電極部分は、水をはじくことなく一様に濡れます。

（4） 従動軸に、回転電極を戻します。
 外したときと同様に、軸が回らないように六角レンチを丸穴に差し込んで軸を固定

し、回転電極を十分にねじ込んでください。
 このとき、電極部分に触らないように注意してください。電極部分に手を触れてし

まった場合は、再度、磨いてください。
(5) 回転電極を取り付けたら、電極機構部カバーをとりつけ、測定時の状態にします（図

1.3 参照）。

● 電極部分の変形がある場合
回転電極（金電極）の電極部分が凸凹に変形したり、電極部分が所定の形（直径約 3 
mm）からはみだした場合は、次の手順で研磨し、ビーズ量を調整してください。

電極部分を #600 程度のサンドペーパーにて表面が平らな円形になるまで磨いてくださ
い。さらに、#2000 程度のサンドペーパーにて磨き、最後に研磨剤（アルミナ）で磨い
てから、水で洗浄します。その後、清浄なことを確認して取り付けてください。
また電極部分の変形が著しい場合、ビーズの量を少なくしてください。このときのビー
ズ量の目安は、ビーズケースに回転電極を納めた状態で、ビーズカバーの切り欠き部分
から、6 mm 程度上にビーズが見えるくらいの量です（図 3.1 参照）。
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8.2 校正
校正は、1 か月に 1 回程度の割合で行うことをおすすめします。長時間運転を休止してい
た場合や、回転電極の研磨を行った場合は、必ず校正してください。校正の要領は「7. 
校　正」の説明に準じてください。

8.3 ビーズの洗浄と液槽の掃除
ビーズが汚れてくると、回転電極を研磨して汚れを落とす効果が弱まります。定期的に
ビーズを洗浄してください。ビーズの洗浄を行うときは、同時に液槽も掃除してください。
ビーズの洗浄と液槽の掃除は、次の要領で行います。

（1） メンテナンスモードを On にしたあと、回転電極を停止します。
（2） 保守時の状態にしてください（図 1.4 参照）。
（3） ビーズを入れたまま、ビーズケースカバーごとビーズケースを液槽から取りだして

ください。ビーズケースカバーは、きつめに装着されているので、破かないよう注
意してください。

ビーズケースカバー

ビーズケース

図8.2 

（4） 液槽を掃除します。中性洗剤をつけたブラシなどで、液槽に付着している汚れをよ
く落としてください。マンガンや鉄が付着している場合は、希塩酸で洗浄します。
汚れを落としたら、洗剤などを水で十分に洗い流してください。

（注） 液槽の洗浄には、有機溶剤を使用しないでください。透明性が失われたり、ひび割れが起きたりします。

（5） ビーズを他の容器に移し、希塩酸で汚れを落としてください。汚れを落としたら十
分に水洗いをしておきます。

（6） ビーズケースおよびビーズケースカバーを洗浄します。(4) で行った液槽の掃除に準
じて掃除してください。

（注） ビーズケースカバーは、長期間使用すると白濁することがあります。白濁していても、使用上問題あり
ません。

（7） ビーズケースをビーズケースカバーにセットしてください。また、洗浄したビーズ
をビーズケースに戻してください。なお、ビーズの粒径が使用前のビーズの粒径（ø1.7
～ ø2.3 mm）より目立って小さくなっていたら、新しいビーズと交換してください。

（注） ビーズは、長時間使用するとビーズ自体が摩耗して、回転電極を研磨する能力が低下します。1 年ごと
に交換することをおすすめします。なお、ビーズは、回転電極を納めた状態でケースにある１番下のス
リット位置まで入っているのが最適です。（摩耗によって容積の減った分だけ補充する方法ことは行わ
ないでください。ビーズの動きが悪くなり、正常な測定ができなくなります。）

（8） 測定時の状態にします（図 1.3 参照）。
（9） 回転電極を回転させます。保守作業を終了する場合にはメンテナンスモードを Off に

してください。
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8.4 活性炭フィルタの交換
年 1 回の交換を推奨します。
フィルターケースのフタを開け、中身の活性炭フィルタを交換して下さい。交換後は、
内部に空気が残らないようによく空気を抜いてから 20 分程度通水し、フィルタをなじま
せてから使用してください。ST401G 自立形水質計システムを使用している場合の交換手
順を下記に示します。

（1） ボール弁 BV1、BV2 を閉じ、フィルタケースを回して外します（図 2.5、図 8.3 参照）。
（2） フィルタケース内をブラシなどで洗浄します。
（3） 活性炭フィルタを新品と交換します。
（4） 逆の手順で組み立て、BV3、BV1 を開けて通水します。フタの上面にある気泡抜きを

緩めると、内部の空気を抜くことができます。水があふれてきたら、気泡抜きを締
めこんで空気抜きが終了します。このとき、フィルタケースと配管から水が漏れて
いないこと、気泡などがでていないことを確認します。

（5） そのまま 20 分程度運転させ、FC800D の指示値がゼロ付近にあることを確認してく
ださい。

（6） ボール弁 BV3 を閉じ、BV2 を開け測定状態とします。

回す

フタ（配管で固定）

活性炭フィルタ

スペーサ

フィルタケース

気泡抜き

図8.3 活性炭フィルタの交換
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8.5 電極機構部の点検、および損耗部品の交換
検出器の電極機構部にあるモータや、回転軸アセンブリなどの部品には耐用年数があり
ます。これらの部品は、正常な状態で使用されていないと、本来、部品が持っている耐
用年数より寿命の短くなることがあります。電極機構部の動作に異常のないことを定期
的に点検してください。点検は、異常の有無を詳細に調べる “主点検” と、校正などの際
に簡略的にチェックする “副点検” とを取り混ぜて効果的に行います。性能劣化部品は、
動作時間が推奨交換周期に達したら、まだ継続使用が可能であっても交換することをお
すすめします。
表 8.2 に FC800D において定期的な点検と交換を推奨する部品を示します。
表8.2 定期的な点検(保守)と交換を推奨する部品
推奨交換周期は交換の目安を示す周期であり、この期間を保証するものではありません。

対象部品 推奨する主点検の周期 推奨交換周期
摺動コンタクト
カップリング
従動軸アセンブリ
モータ

― *
6 か月（副：3 か月）
6 か月（副：3 か月）
6 か月（副：3 か月）

1 年
3 年（動作時間）
3 年（動作時間）
3 年（動作時間）

*： 摺動コンタクトは点検不要です。

8.5.1 摺動コンタクトの交換

 注意
交換時以外、摺動コンタクトには手を触れないでください。
摺動コンタクトを持つ際は、コンタクト部に触れることを避け、下図のように摺動コン
タクトの側面を持ってください。落下させるなど、衝撃を与えないでください。

  

コンタクト部

注意
摺動コンタクトは、内部に潤滑剤を使用しているため保管期限をお客様納入日から 1 年
とさせていただいておりますのでご注意ください。なお、直射日光の当たらない常温で
保管してください。

[保守の要領]
摺動コンタクトは基本的に点検不要です。交換時以外は触れないでください。
1 年を目安に交換してください。
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[交換要領]
(1) 電源ラインに設けたスイッチを切り、残留塩素検出器の動作を停止させてください。
(2) 保守状態にして（図 1.4 参照）電極機構部カバーを外します。
(3) カップリングの 2 本の固定ねじを、呼び 2 mm の六角レンチ（付属品）で緩め、モー

タのコネクタを外し、固定ねじ（4 本）、アース端子を外して、モータとカップリン
グを外します。

固定ねじ（2 本）
M2.5 ねじ
( 締め付けトルク 1.0 N•m)

組立時、固定ねじ締め付け前に
下に押し付けること

カップリング

アース端子

コネクタ

モータ

位置決めピン（2 本）

固定ねじ（4 本）
M3 ねじ

( 締め付けトルク 0.6 N•m)

カップリング

摺動コンタクト

図8.4 摺動コンタクトの交換1

(4) 呼び 2 mm の六角レンチ（付属品）を従動軸の丸穴に挿入して、摺動コンタクト押
さえをマイナスドライバで外します。摺動コンタクト用端子台に固定しているねじ
1 本を外して、摺動コンタクトの配線端子を外し、従動軸から摺動コンタクトを抜き
取ってください。

固定ねじ（1 本）
M4 ねじ
( 締め付けトルク 1.4 N•m)

摺動コンタクト押さえ
* 着脱時は右図のように
   丸穴に六角レンチを挿入して作業する

摺動コンタクト押さえ

摺動コンタクト

六角レンチ

図8.5 摺動コンタクトの交換2

(6) 新しい摺動コンタクトを、従動軸にセットします。外したときと同様に、六角レン
チを丸穴に挿入して、摺動コンタクト押さえをマイナスドライバで止めます。

(7) 摺動コンタクト押さえの上にカップリングを元のように載せます。この時点ではカッ
プリングの固定ねじは止めないでください。

(8) モータの軸をカップリングの上の穴に挿入して、その後 2 つの位置決めピンをモー
タの穴で位置決めして固定ねじ 4 本で締結します。元のように、アース端子もねじ
で一緒に固定します。モータのコネクタを取り付けます。

(9) カップリングを下に押し付けて固定ねじ 2 本で締結します。

注記
軸の回転振れを抑制するために、(8) と (9) の順序および手順は必ず遵守すること。

注意
電極機構部カバーを閉める際には、検出器内部の各種配線を挟まないよう注意してくだ
さい。
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8.5.2 従動軸アセンブリの保守・交換

[保守の要領]
ゼロ校正時などに電極機構部を作動させて、次の点検を行います。（推奨周期：3 か月）

・ 通常より大きな音がしていないか、また、通常は無い共振音・不連続音がしないか
確認します。

 異常音が発生している場合、従動軸アセンブリにある軸受けの不良に起因している
ことがあります。（モータなど他の原因による場合もあります。）

 電極機構部の動作を止めて、従動軸が受ける摩擦の有無を点検してください（下記、
6 か月ごとの点検を参照）。

・ 従動軸および回転電極に振れはないか確認します。
 多くは従動軸アセンブリにある軸受けの摩耗に原因があります。電極機構部の動作

を止めて、従動軸と軸受とのガタを点検してください（下記、6 か月ごとの点検を参照）。
 また、約 6 か月に 1 回は電極機構部の動作を止めて次の点検も行います。

・ 手で従動軸を回したとき、通常と変わりなくスムーズに回転すること。また、ガタ
が感じられないことを確認します。

[交換の要領]
軸受が不良となったときは、従動軸アセンブリごと交換します。原則として当社のサー
ビスを受けてください。お客様で交換を行う場合は、次の要領で作業します。
(1) FC800D への電源供給を停止して、保守時の状態にしてください。電極機構部のカバー

を外します。
(2) 回転電極を取り外してください（8.1 項参照）。
 モータ、カップリング、摺動コンタクトの順に外します (8.5.1 項参照 )。
(3) 比較電極を取り外してください。
 比較電極は、まず、接続してある 3 本の配線を外し、次にクランプ（電極をホルダ

に固定している）をマイナスドライバで緩めて上に引き抜きます。

配線（3 本）

ねじ（3 本）

配線端子固定ねじ（3 本）
M3.5 ねじ
( 締め付けトルク 1.0 N•m)

比較電極

比較電極

リブ（突起）
組立時、> マークに向いた位置で
クランプで固定

クランプ
( 推奨締め付けトルク 1.5 ～ 2.0 N•m)

従動軸アセンブリ

図8.6 従動軸アセンブリの交換1

(4) ３本のねじ M3 ねじを外して、従動軸アセンブリを外します。なお、電極ホルダのベー
ス挿入部分にはゴムカバーと O リングが取り付けてあります。従動軸アセンブリ付
属品の新しいゴムカバーと O リングに交換します。比較電極を固定するクランプは
再利用します。
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Oリング
（従動軸アセンブリ付属品）

ゴムカバー
（従動軸アセンブリ付属品）

従動軸アセンブリ

図8.7 従動軸アセンブリの交換2

次の (5) 項からは、組み立て方の説明です。組み立てに際しては次のことを念頭において
ください。

・ 各部品は付着している汚れを落としてから組み立てる。
・ 回転電極がベースに接触しないよう組み立てる。

(5) 新しいゴムカバーと O リングをセットし、新しい従動軸アセンブリを図 8.8 で示す 2
箇所で位置決めし、固定ねじ 3 本で取り付けます。

固定ねじ（3 本）
M3 ねじ
( 締め付けトルク 0.6 N•m) 位置決め（組立時）

図8.8 従動軸アセンブリの交換3

(6) 比較電極を取り付けます。
 比較電極は、図 8.6 に示す位置に挿入し、図のような位置に合わせてクランプで固定

します。その後 3 本の配線行います。
(7) 摺動コンタクト、カップリング、モータの順に取り付けます (8.5.1 項参照）。
(8) 回転電極を取り付けます (8.1 項参照）。

以上で交換作業は終了です。FC800D に電源を供給したら、駆動軸・駆動ベルト・従動軸
がそれぞれ滑らかに回転することを確かめてください。異常音（共振音、不連続音など）
がしないことも確認します。
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8.5.3 モータ／カップリングの保守・交換

[保守の要領]
ゼロ校正時などに電極機構部を作動させて、次の点検を行います。（推奨周期：3 か月）

・ 駆動部の回転スピードにむらのないことを確認します。
 回転スピードむらが再現した場合は、モータを交換します。再現しない場合は、従

動軸アセンブリを点検してください。
・ 回転電極先端の軸振れのないことを確認します。
 再現した場合は 8.5.1 項 (9) の作業が適切に実施できていないことが考えられます。
 カップリングの固定ねじ（2 本）を緩めて 8.5.1 項 (9) の作業を再度実施してください。

・ モータが異常音を発していないことを確認します。
 通常と異なる音がする場合は、モータを点検してください（原則として当社サービ

スに依頼してください）。

[交換の要領]
8.5.1 摺動コンタクトの交換作業の際に、モータやカップリングを交換してください。

8.6 ヒューズの交換
ヒューズが切れた場合は交換してください。
FC800D のヒューズは、スマートユニット内にあります（図 2.7 参照）。部品番号は
A1633EF です。

注意
ヒューズの交換作業を行う前に、電源が切れていることを確認してください。電源が入っ
た状態でヒューズ交換を行わないでください。
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9. トラブルシューティング
9.1 エラーが発生した場合

表9.1 FC800D 検出器エラー

Alarm 
Number エラー名称 エラー内容と対処方法 NE107

初期値
NE107

変更
X600 EEPROM エラー

機器の故障です。当社サービスにご連絡ください。

F 不可
X601 ユーザ設定データ異

常
F 不可

X602 工場調整データ異常 F 不可
X603 AD コンバータ異常 F 不可
X604 RAM 異常 F 不可
X605 Flash Memory 異常 F 不可
X608 温度素子異常 温度素子の異常です。

測定液の温度が異常になっていないか、比較電極の配線
や T1-T2 端子間の抵抗値に異常がないかを確認してくだ
さい。

F 不可

X609 モータドライバ異常 回転電極用のモータードライバが故障しています。
当社サービスにご連絡ください。

F 不可

X60A 検出器通信エラー 検出器が接続されて
いない

検出器の電源が入っていることを
確認してください
検出器と変換器の接続を確認して
ください

F 可

X620 洗浄ボックス異常 洗浄ボックスの操作
ができない

洗浄ボックス設定を無効にしてく
ださい

S 不可

X640 残留塩素上限 残留塩素濃度がユー
ザ設定の上限値を超
えている

測定残留塩素濃度を確認してくだ
さい
残留塩素の上限設定値を確認して
ください

S 可

X641 残留塩素下限 残留塩素濃度がユー
ザ設定の下限値未満
である

測定残留塩素濃度を確認してくだ
さい
残留塩素の下限設定値を確認して
ください

S 可

X642 温度が高すぎる 測定水の温度が 0.0 ～ 50.0℃の範囲を超えたときにでる
エラーです。
測定水の温度を 0.0 ～ 50.0℃の範囲にしてください。

S 可
X643 温度が低すぎる S 可

X644 温度補償範囲外 測定水の温度が温度補償のできる 0.0 ～ 40.0℃の範囲を
超えたときにでるエラーです。
測定水の温度を 0.0 ～ 40.0℃の範囲にしてください。
このエラーが発生しているときは測定値が正しく演算で
きません。

S 可

X645 pH 補償範囲外 補償に使用している pH 値が pH5 ～ 9 の範囲を超えたと
きにでるエラーです。
このエラーが発生しているときは、正しい pH 補償がで
きません。

S 可

X647 拡散電流オーバー 拡散電流の値が測定可能範囲を超えています。
加電圧の設定が適切かどうかを確認してください。

S 不可

X648 加電圧異常 加電圧の出力が -1.5 ～ 1.5V の範囲を超えたときにでる
エラーです。
加電圧の設定値が適切であることを確認してください。

S 不可

X649 液切れ検知 液切れ検知機能が ON のときに、液切れを検知すると発
生します。仕様を満たす測定水が正しく流れると、エラー
が消えます。

S 可

X64A モータドライバ温度
異常

回転電極モータドライバの温度が高すぎるときに発生し
ます。異常な温度になっていないか確認してください。

S 不可

X64B 電極回転停止 電極の回転が ON にも関わらず、モーターが回転してい
ない場合に発生します。接続や液槽内の状態を確認し、
電極の回転を妨げる要因を特定してください。

S 可

X64E 自動ゼロ校正範囲外 自動校正の結果が適切でない場合に発生します。サンプ
リング装置を確認し、電磁弁の動作やゼロ水に異常がな
いか確認してください。

S 可
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Alarm 
Number エラー名称 エラー内容と対処方法 NE107

初期値
NE107

変更
X64F 自動校正安定時間超

過
自動校正時に安定チェックが設定した時間以内に終了し
なかった場合に発生します。電磁弁の動作に異常がない
か、安定チェックにかかわる設定が適切かどうかを確認
してください。

S 可

（注） X は検出器の Channel を意味します
 1：コネクション番号 1-1
 5：コネクション番号 2-1

表9.2 FC800D 変換器エラー（洗浄）

Alarm 
Number エラー名称 エラー内容と対処方法 NE107

初期値
NE107

変更
009E 自動洗浄 / 校正設定エ

ラー
自動洗浄 / 自動校正の設定に異常がある場合に発生しま
す。変換器設定を正しく設定してください。 C 可

009F 自動洗浄 / 校正時刻設
定エラー

次回の自動洗浄 / 自動校正の開始予定日時が、現在の値
より過去の値になっています。この状態では次回の自動
洗浄 / 自動校正は開始されません。初回開始日時を未来
の値に設定してください。

C 可

9.2 エラーが発生しない場合
エラーを検知しない場合で、測定値に異常がある場合には、いくつか原因が考えられます。
下記の表を参考に、原因を特定し、対策を実施してください。
表9.3 現象と原因・対策

現象 原因 対策
測定値が低い 1. 測定水流量が少なすぎる（比較電極

が完全に水面に浸っていない）
2. 回転電極が停止している
3. 回転電極が摩耗損傷している
4. 電極機構部の信号の導通に異常があ

る

1. 測定水配管のつまりを改善する。流量を適切
に調整する

2. 回転電極を On にする。電極機構部の回転電
極やモーター・カップリングの接続を正常に
する

3. 回転電極を新品に交換する
4. 回転電極を接続しなおす。摺動コンタクトを

交換する。信号ケーブルを正常にする
測定誤差が大き
い

1. 回転電極・ビーズが汚れている
2. ゼロ点およびスパンが正しく調整さ

れていない
3. 自動ゼロ校正が正しく行われていな

い

1. 回転電極を研磨する。ビーズを洗浄する（汚
れが落ちない場合や摩耗している場合は、新
品と交換する）

2. ゼロ校正、スパン校正を正しく行う
3. 活性炭フィルタを交換する。ゼロ水の配管の

つまりを解消する
測定値が大きく
上下に振れる

1. 回転電極が定速で回転しない
2. 摺動コンタクトに異常がある
3. 電極機構部の信号の導通に異常があ

る
4. 外部ノイズの影響を受けている

1. 回転電極およびモーターの接続を正常にする
2. 摺動コンタクトを新品に交換する
3. 回転電極を接続しなおす。摺動コンタクトを

交換する。信号ケーブルを正常にする
4. アースが正しく接続されていることを確認す

る
測定値が時間を
か け て 上 昇 し、
急に下がる

回転電極が徐々に変形し、円形からは
み出した部分が剥がれ落ちる

回転電極の電極部分が変形していないことを確
認する。電極面の変形や、円形からのはみだし
があった場合には、電極の研磨とビーズ量の調
整を実施する（「9. トラブルシューティ
ング」参照）

測定値が変化し
ない

1. 液槽に液がない
2. 電極機構部の配線に断線がある
3. 回転電極と比較電極との間に電圧が

印加されない

1. 配線のはずれや配管のつまり、測定水供給を
正常な状態にする

2. 断線箇所を修復または交換する。電極内部で
の断線の場合は電極を交換する

3. スマートユニットと電極機構部の配線を正常
にする

測定値が高すぎ
る、振り切れる

1. スパン校正が正しく行われていない。
基準感度校正のメニューで、実際の
濃度値と大きな差がある校正値に合
わせこんだ

2. 導電率が仕様範囲を超えている（加
電圧補償の設定が適切でない）

1. 正しい方法でゼロ校正と基準感度校正を実施
する

2. プラトー特性を取得し、加電圧補償の設定を
適切な値に変更する
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付録 自動洗浄・自動校正シーケンスについて
FC800D の自動洗浄・自動校正シーケンスが動作する際に、電磁弁がどのような動きをす
るかを下記に記載します。

■ FC800Dの自動洗浄・自動校正
FC800D は、変換器 FLXA402T の接点出力 (S3) を利用して、洗浄または校正用の電磁弁 (SV1)
を操作します。変換器設定で、接点出力 S3 を洗浄にし、洗浄校正シーケンスを ON にす
る必要があります。

■ 自動洗浄時の動作
自動洗浄を使用する場合には、自動液槽洗浄機能を ON にします。自動校正機能は OFF
にしてください。
(1) 自動洗浄がスタート（洗浄周期によるスケジュールまたは手動スタート）すると、

液槽洗浄時間の間、接点 S3：洗浄が ON になり、洗浄水が液槽に流れます。この間、
変換器の状態表示は が点灯します。

(2) 次に、接点 S3：洗浄が OFF になり、測定水が流れ始め、洗浄緩和時間の間は が
点滅します。

(3) 洗浄緩和時間が終了すると、測定モードに戻ります。

 
液槽洗浄
時間

状態 測定 洗浄緩和 測定

S3(SV3)

洗浄

CLOSE

OPEN

洗浄緩和
時間

■ 自動校正
自動校正を使用する場合には、自動校正機能を ON にします。自動液槽洗浄機能は OFF
にしてください。
(1) 自動校正がスタート（校正周期によるスケジュールまたは手動スタート）すると、

接点 S3：洗浄が ON になりゼロ水が液槽に流れます。校正準備時間が経過してから
校正を実行します。このとき状態表示は が点灯します。

(2) 校正が終了したら接点 S3：洗浄が OFF になって測定水が流れ始め、校正緩和時間の
間は が点滅します。

(3) 洗浄緩和時間が終了すると、測定モードに戻ります。

 
校正準備
時間

状態 測定 洗浄緩和 測定

S3(SV3)

洗浄

CLOSE

OPEN

校正時間 校正緩和
時間

注記
自動洗浄機能と自動校正機能を誤って両方 ON にした場合、両方のスケジュールが動作
します。このとき、自動校正開始のタイミングでは、自動洗浄＋自動校正の動作をします。
また、自動洗浄と自動校正 ( 自動洗浄＋自動校正 ) のタイミングが重なった場合には、自
動校正 ( 自動洗浄＋自動校正 ) が優先されます。
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Item Part No. Qty Description
1 K8005NB 1 Bracket
2 K8005NC 1 Bracket
3 K8005MC 1 Tub
4 B1005EY 1 Valve (others)
5 K8005LD 1 Cock Assy

6 K8005LJ 1 Nipplae Assy
7 K8005LK 1 Connector Assy
8 K8005LE 1 Electrode Unit Cover
9 K8005LF 1 Smaet Unit Cover

10 K9332ZP 2 Ceramic Beads for -F1, -F2 and -F3
K9332ZJ 2 Glass Beads for -C1

11 K8005JB 1 Measurement Electrode for -F1, -F2 and -F3
K8005JC 1 Measurement Electrode for -C1

12 K8005UC 1 Reference Electrode
13 K9332SR 1 Rotating Contact
14 K8005LB 1 Driven Shaft Assembly

15 K8005LC 1 Motor
16 B1005AC 1 Coupling
17 A1633EF 1 Fuse (2.5A)
18 K8005LP 1 Universal Mount Set
19 K8005LQ 1 Integral Bracket Set

20 Y9820NU 1 Bolt
21 Y9800WU 1 Washer
22 K8003WV 3 Conduit Assy G1/2

K8003WW 3 Conduit Assy 1/2NPT
K8003WX 3 Conduit Assy M20x1.5

23 K8005NQ 1 Rubber plug

24 A1624EF 1 Fuse (3.15A)
25 L9862AY 1 Activated Charcoal Filter
26 K8005LG 1 Drive Unit
27 K9332KX 1 Beads Case
28 K8005NK 1 Beads Case Cover
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